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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 

学習意欲を高め，基礎・基本の確実な定着を目指す授業

の創造 ～少人数グループによる話し合い活動を通して～ 

②研究のねらい 

本年度は，教科会の充実を図ることにより，３年

間の「学力向上のための授業改善の取り組み」の成果

と課題を共有し，少人数グループによる話し合い活動，

生徒の『学校適応感』の６側面，｢生活満足感｣｢教師

サポート｣｢友人サポート｣｢被侵害的関係｣「向社会的

スキル」｢学習的適応感」，定期試験における子どもの

学力変容との関連を検討することにより，学力の向上

および生徒のコミュニケーション能力の向上を目指す。 

 

（２）研究組織・体制(省略) 

 

（３）研究内容 

①授業研究の方向性の共有化 

・「基礎・基本」定着状況調査に見える課題の共有 

・少人数グループによる質の高い話し合い活動を取り入れた

指導方法の共有 

・ＩＣＴの積極的・効果的活用 

・教具, 教材開発 

②研究授業前，後の研修会の充実 

<授業前研修会の実施> 

・指導要領に沿った指導案検討 

※つけたい力の明確化 

・課題克服のための指導方法・工夫点の検討 

※課題克服のためのポイントを指導案に明記 

・少人数グループによる話し合い活動の内容，導入時期，

話し合いの種類の検討 

※話し合いの種類を指導案に明記 

・模擬授業，リハーサル授業の実施 

<授業後研修会の実施> 

・課題克服のための指導方法が効果的であったかどうかの検

証と更なる工夫・改善に向けての協議。 

・少人数グループによる話し合い活動の種類及び内容，導入

時期についての検証と改善に向けての協議。 

※討議の柱の明確化 

・国・数・英の三教科については，公開研究授業の年間10回

の実施。その他の教科についても教師全員，年間１回以上

の公開研究授業の実施 

・全教科・全領域で言語活動の充実を図るための校内研修

会を年間３回実施（専門家を招いての模擬授業，参加型

講演会等の実施） 

・先進校の視察および報告会 

 

③基礎学力の定着及び学習習慣の定着 

・自主学習ノートや宿題提示の工夫 

・全教科で共通した授業規律の徹底 

・関心・意欲・態度を高めるための授業評価の工夫 

 

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課題課題課題等等等等    

（１）成果 

①少人数グループでの話し合い活動について 

・「つけたい力」をサポートするツールとしての話し合いに変

わった。 

・話し合いの種類を「互恵的話し合い」「拡散的話し合い」「収

束的話し合い」「探求的話し合い」に分類した上で，「つけた

い力」にあわせて，事前の計画段階で意図的に話し合いを選

択するようになった。 

・思考に有効に働く話し合い活動のタイミングを考えるように

なった。 

②授業前協議について 

・授業前協議の中で，教科内模擬授業がおこなわれるよう

になり，生徒の反応を想定し，工夫された発問が考えら

れるようになった。 

・事前の計画段階で，指導要領を活用しながら協議するこ

とにより，課題と「つけなくてはいけない力」を明確に

することができた。 

・誤答分析を生かした指導案作りと協議ができたので課題

のとらえ方（分析方法）や課題への多様な対応を学び，

その成果を授業に取りいれることができた。 

・事前に全員で考えて授業に臨んだので，授業者とともに，

本校の課題や子どもの反応に向き合うことができ，授業

後の協議会が深まった。 

・授業前協議を行うことにより，研究授業だけでなく日常

の授業についての意見交流が行われるようになった。 

③研究授業について 

・授業のない先生に，３教科（国数英）の研究授業への参観を

積極的に働きかけたので，学力向上の取り組み，話し合い活

動の充実が他教科へ広がった。 

・これまで他教科の授業を参観する機会がなかったが，

発問方法や話し合いなど，自分の教科にいかせること

が多くあった。また，生徒指導面でも生かすことがで

きた。 

・計画的・継続的な授業改善の視点を持って授業参観を行うこ

とができ，成果と課題を明確に捉えることができた。 

④授業後協議について 

・協議の柱が「課題に対する工夫点とその効果」「話し合

いのテーマ，話し合いの種類，話し合いの導入時期，話

し合いの効果」と明確であったので，協議内容がぶれな

かった。 

・授業における課題については，改善案を出すという形式

で協議を行ったので、次の授業に結びつけることができ

た。 

・付箋紙を使って，大きな指導案に課題と成果を整理し

て協議したことで内容が深まった。 

・協議会の充実により，確実に授業力が上がり，教科チーム

(教員)のチームワークもよくなった。 

⑤ＩＣＴの活用について 

・ＩＣＴの（例えば，隠していたものを浮かび上がらせ

るなど）多様で効果的な活用を行うことができた。 

・ＩＣＴの活用により，前時の復習の時間や板書の時

間の削減につながり，考える時間，話し合いの時間

別紙様式１  



にあてることができた。また，生徒の集中度が増し

た。 

⑥評価問題（プレテスト・ポストテスト） 

・評価問題を実施し，その授業でつけた力の伸びを量的

に測定し，授業効果を検証することにより，指導法の

改善を図ることができた。 

⑦教具の開発 

・生徒の課題に対する動機付けにつながった。 

・思考のプロセスを意識づけることができた。 

・問題や状況を簡略化したり，問題を焦点化したりする

ことができた。 

 

（２）課題 

・ 「基礎・基本」定着状況調査については，平成22年

度は，平成21年度の本校の通過率を上回ったが，平成

23年度は，平成21,22年度の本校の通過率を大きく下

回る結果となった。生徒質問紙については，「学校の

授業の予習するようにしています。」の項目の肯定群

が，平成22年度の41.8％から，平成23年度には24.8%

に下降しており，学習習慣の定着に課題がある。 

・ 教科部会が時間割の中に組み込める教科もあったが，

そうでない教科もあったことから，学力向上の取り組

みに関して，教科によって差が見られる。 

・ 生徒指導上の課題の大きい集団について，他の集団

と比較（他校や前年度など）すると，「基礎・基本」

定着状況調査等において厳しい結果となった。 

学校適応と学力向上の取り組みとの関連の分析を今

後ともフォローアップしていく必要がある。 

    

（３）今後の改善方策等 

・ 「基礎・基本」定着状況調査等の分析による課題

把握と，その課題解決のための一層の授業改善を推

進するとともに，授業への参加意欲･関与のモチベー

ションを上げるための工夫をする。また，単元ごと

の課題を出す場合，予習を含めたものにしていき，

課題に対する評価もしっかりしていくことにより，

学習習慣を身に付けさせたい。 

・ 学力向上の取り組みに関して，学校内での統一した

取組を目指し，授業改善に向けての研修スタイルを継

続して実施する。 

・ 学校適応感については,３年生145名について石井ら

(2009)によって作成された｢６領域学校適応感尺度

(ASSESS)｣を用い，生徒の学力変容については,現３年

生145名について,平成22年度の国・数・英の定期考査

の後半３回分の学年平均値からの差の平均と平成23年

度の定期考査前半３回分の学年平均値からの差

の平均を求めた。 

話し合い活動の導入により,学校適応感の中

の｢教師サポート｣｢友人サポート｣｢学習適応｣の

３側面については違いが出るわけではないこと

がわかった。ただ,「友達にいやなことをされ

る｣などの「被侵害的関係」の側面については,

因子得点が下がるというポジティブな結果が出

たことから,生徒指導の側面からも話し合い活動

を取り入れた学力向上の取り組みについては,今

後,継続的に検討していく必要があると思われる。 

今回の調査研究では「話し合い活動を取り入れ

た学力向上の取り組み」は,生徒の「被侵害的関

係」も低減する可能性のあることがわかった。そ

して,その「被侵害的関係」の低減が学力向上と結

びつく可能性のあることもわかった。今後は「話

し合い活動を取り入れた学力向上の取り組み」を

さらに推進しつつ,対象を広げた研究や,長期にわ

たるフォローアップ研究の必要がある。 

 

Table 1  話し合い活動前後の学校適応得点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 2  学力上昇度別学校適応得点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ）内の数値はSDを示す。 

＋ p <.10，* p <.05, ** p <.01 

    

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 

「基礎・基本」定着状況調査では，文学的文章において「登

場人物の心情把握」の通過率が，平成22年度の52.9％から，平

成23年度の15.5％に大きく下がった。引き続き，登場人物の心

情を把握する際に，教科書の表現に即して，一つだけでなく複

数の根拠を挙げるように指導を行う必要がある。 

 

（２）調査結果からの課題 

①H23「基礎・基本」定着状況調査から 

三３（２） 
【Ｂ】にあてはまる最も適切な語を文章中から二字でぬき出

して書きなさい。 

三３（３） 

Ⅰには『ぼく』の気持ちが入ります。あとの文に続くように,

十五字以内で書きなさい。 

②通過率 

問 三３（２） 三３（３） 

通過率 ７４．５％ １５．５% 

③誤答分析 

・中心となる人物の心情を表現に即してとらえることができない。 

・字数の多くなる問題について，条件を満たして書くことがで

きない。 

Pre(n=144)

3.58 3.44

(0.82) (0.86)

3.59 3.55

(0.72) (0.91)

3.84 3.83

(0.75) (0.82)

2.9 2.77

(1.00) (1.08)

3.96 3.9

(0.59) (0.22)

2.96 2.97

(0.78) (0.77)

学習的適応 ns

被侵害的関係 *

向社会的スキル +

教師サポート ns

友人サポート ns

生徒(ｎ＝144)

Post(n=144)

生活満足感 **

上昇群

(n=52)

維持群

(n=49)

下降群

(n=44)

3.59 3.71 3.43

(0.91) (0.67) (0.86)

3.55 3.64 3.52

(0.88) (0.63) (0.66)

3.99 3.87 3.85

(0.85) (0.62) (0.67)

2.37 2.53 2.77

(0.75) (0.92) (0.97)

3.99 3.95 3.89

(0.58) (0.57) (0.67)

2.76 2.92 2.67

(0.79) (0.77) (0.78)

向社会的スキル ns

学習的適応 ns

友人サポート ns

被侵害的関係 +

生徒(n-145)

生活満足感 ns

教師サポート ns



（３）研究授業 

①単元の紹介 心の歩み 人物の心情に寄り添いながら，作

品を味わう。  麦わら帽子 （第１学年） 

②指導改善のポイント 

・教師が｢教科書の表現」を手がかりに心情を読み取らせる

ことを徹底する。 

・態度，表情，情景など間接的な心情表現に着目させる。 

・少人数グループを活用して，互恵的・拡散的な話し合いを

取り入れていく。 

 

（４）授業の様子 

＜成果＞ 

・根拠を基に読むことができていた。 

・複数の根拠を基に意見を言うことができていた。 

・根拠を基にした話し合いで，話し合い自体に説得力がつき，

納得を導き出す話し合いができていた。 

＜課題＞ 

・拡散的な話し合いにおいては，何がポイントか，話し合っ

た結果，どれを評価するかを事前に教師が明確にしておく

必要がある。 

・マキとあんちゃんが単なる善悪で判断できないからこそ，

もっと根拠をたくさん出させる必要があった。 

 

（５）成果と課題 

様子や気持ちがわかる言葉に着目して作品を読み，登場人

物の心の変化をとらえさせることができた。特に「なぜ」

「どこから」と問うことにより,根拠を上げさせながら自分

の考えを述べられるようになった点は成果としてあげられる。 

叙述に即して心情を把握する指導を継続するとともに，

自己の体験と重ね合わせて登場人物の心情を実感させる

ような指導の工夫を行う。また，今後も字数制限をとも

なう課題を設定し，書く活動に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【数学】 

（１）教科の調査結果の分析 

昨年度の課題であった「数量やその関係，法則を文字式で

表す」の改善に取り組んだ結果，平成23年度「基礎・基本」 

定着状況調査では，「グラフからの考察」の無回答率が，平

成22年度の14.4％から，平成23年度の9.3％に下がった。「関

係を文字式や言葉で表すこと」，「根拠に基づいて論理的に表 

現すること」に引き続き課題があり，基礎・基本の定着ととも

に継続課題である。 

 

（２）調査結果からの課題 

平成23年度の「基礎・基本」定着状況調査では，「関係

を文字式で表すこと」（通過率34.8％），「比例の意味」（通

過率42.2％）「グラフからの考察」（通過率40.4％）という

結果であった。根拠に基づいて論理的に表現することに引き

続き課題がある。基礎・基本の定着のための反復学習を継続指

導していくとともに，少人数グループを活用し，論理的に考察

し説明し合う力を身につけさせたい。 

 

（３）研究授業 

①単元の紹介 

   少人数グループの話し合い活動と教具の工夫を盛り込んだ

研究授業を行った。授業前にはリハーサル授業を行い，教科

会で交流することでよりよい授業づくりを目指した。 

・文字式の利用（２学年）   

・平方根（３学年） 

・２次方程式の利用（３学年） 

・１次方程式の利用（１学年） 

・平行線と多角形（２学年） 

・比例の利用（１学年） 

・中点連結定理（３学年） 

・平面図形（１学年） 

②指導改善のポイント 

  ・具体的な数の式を考え，言葉を使った式や文字を用いた式で

表すよう段階を踏んだ丁寧な指導を行う。生徒の発言を生か

した授業展開となるよう発問を工夫する。 

  ・関数の式・対応表・グラフの性質について，まず，関係を見

いだし，用語を用いて表現できるよう，発問を工夫する。課

題を利用し，基本の反復学習を行う。 

・小集団活動で考えを交流して，根拠を明らかにし筋道立てて

説明し伝え合う活動を行い，自己の考えを深める。その後，

個人で丁寧に書かせる指導を工夫する。 

 

（４）授業の様子（生徒の変化） 

透明シートや平面図形のカード，ネジ，立体模型など，具体

的な教具を生徒一人一人に配布することで，提示された課題解

決に対し，興味を持って意欲的に取り組むことができた。動か

しながら試行錯誤するうちに，次第に課題が焦点化され，学習

活動を展開するようになっていった。 

少人数グループでは，主に探索的話し合いや互恵的話し合い

を行った。グループ活動を通して理解が深まったようである。

数学的表現を用いて自分の考えを説明することについては，難

しいようであったが少しずつ慣れてきたようである。 

 

（５）成果と課題 

少人数グループでの話し合い活動を通して，自分の考えを説

明・表現する機会が増え，数学的な表現力が定着してきた。今

後も，自己の考えを深められるように取組を進めていく。 

継続課題として，論理的に表現する力を伸ばすことがあげら

れる。課題設定で意欲を高め，思考をさらに促すための教具を

工夫し，発問・ワークシートを通して思考の状況を把握しなが

ら，言語活動の充実を図りたい。その際，個人個人の課題を改

善するために，グループを活用するとともに，個に応じた指導

の充実を図っていく必要がある。 

課題把握から課題改善に向けた授業のねらいの設定，評価に 

よる検証を教科チームとして継続して行い，授業改善に生か

していく。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【英語】 

（１）教科の調査結果の分析 

昨年度と同様に「書くこと」に課題がある。特に，つなが

りのある英文を書くことについては通過率が31.7％であった。

他の問題に比べて，無回答率が10%を超えていることが課題

としてあげられる。また，「聞くこと」ついても課題が見ら

れた。「概要や要点の把握」については通過率が44.1%であっ

た。 

 

（２）調査結果からの課題 

書くこと「適切な語を用いた会話文の組立て」の通過

率が，昨年度に比べて，10％程度上がっており，毎時間

の繰り返し学習で行う基本的な文法の復習が効果をあげ

ている。しかし，書くこと「自分の考えや気持ちなどが

読み手に正しく伝わるように書くこと」の通過率が，昨

年度に比べて，27.0％下がっている。正確に文を書くこ

とや日本語と語順が異なっていることの理解に課題があ

り，生徒の課題を念頭においた，きめ細かい授業の展開

が必要である。また，書くこと「つながりのある英文を

書くこと」の通過率が，昨年度に比べて，25.8％下がっ

ており，日記などのまとまりのある英文を定期的に書か

せるなどの工夫が必要である。 

 

（３）実践事例・単元の紹介 

  ①学年 第３学年 

  ②単元名 Unit 6  20

th
 Century Grates 

③本時の目標 

   接触節を用いた文の構造を理解する。 

  ④本時の学習展開 

   全10時間のうち本時は１時間目に実施 

  ⑤指導改善のポイント 

ア 指導法の工夫 

・帯活動として，現在分詞，過去分詞の後置修飾の口頭

のドリルをペア活動で前の単元から続けていたので，

引き続き接触節でも行っていく。 

・チャンツを用いて，リズムに乗って，英文を練習する。 

・少人数グループで，英文の比較やカードの並び替えを

通して，文構造についての話し合い活動を行う。 

イ 教材の工夫 

・新出文型のパターン練習を，語句から文へ段階を踏み

ながら，ＩＣＴを用いて繰り返し行う。 

・ＩＣＴを用いて，英文の構造を視覚的にわかりやすく

示す。 

・難易度をつけた８種類の文を用意し，カードを並べ替え

て語順を定着させる活動を行う。 

ウ 評価の工夫 

本時の目標が達成できているかを，授業の最後に一文書か

せることにより確認した。 

  ⑥授業の様子（生徒の変化） 

・英文を比較する話し合い活動は，何をどのように比較するの

かが明確に分かっておらず，話し合いの内容が深まっていな

いグループもあった。 

・ＩＣＴを使用して，視覚的に提示することで，生徒の学習意

欲の高まりが見られた。 

・少人数グループで，カードを並べ替えて英文を作る活動にお

いて，英文に番号を付け難易度を示すことによって，各グル

ープが，目的意識を持って意欲的に活動していた。 

 

（４）検証 

   口頭練習と，少人数グループでカードの並び替えの練習を行

った後に，接触節の語順を理解できているかを確認する英作文

を書かせた。（正答率→85% 誤答率→15%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）成果と課題 

 ペアによる口頭のドリル学習及びICTを活用により，基

礎的な言語材料の定着が図られるとともに，生徒の学習へ

対する意欲も高められている。また，パターンプラクティ

スで使用したICT教材を工夫することにより，定着した言

語材料を用いて，考えや気持ちなどを伝え合う言語活動に

つなげることができた。 

 グループ活動を行うことによって，ことばの規則性に気

付かせながら，文のきまりを理解させるといった「ことば

への気づき」を大切にした文法指導を行うことができた。

 課題としては，話し合いのポイントを明確に提示すること

や，言語の使用場面や言語の働きを意識した指導を行うこ

とが挙げられた。 

 先進校などの視察後には，指導法や取組について教科会

で紹介し共有することによって，それぞれの授業実践に生

かすことができた。 
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ヒント   the temple (寺)  built (建てた)    


