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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 

  「生徒の思考力・表現力の育成」 

～言語活動・体験活動の充実を通して～ 

 ②研究のねらい 

授業改善の推進，家庭学習の定着，学習意欲の向上に重点を

置き，取組みを進めてきた。今年度さらに，自分の考えや思い

を表現する力を育成するために，言語活動を取り入れた授業づ

くりを全教科で推進する。 

（２）研究組織・体制 

    

                        

                               

 

 

 

 

 

 

 

  

   全教職員が，国語・数学・英語の各グループのいずれかに所

属し，年間を通じて授業研究及び協議を行う。その中で学んだ

ことを各自が授業に取り入れながら取組みを進めていく。 

（３）研究内容 

 ①授業改善の取組み 

  ア 生徒が主体的に活動できる授業展開 

  ・全教科において，ペア学習・グループ学習を取り入れ， 

   表現する場面を増やす。ただし，各教科のねらいを達成す 

   るために効果的に取り入れる。 

  イ 書く場面の設定 

  ・思考過程（プロセス）を大切にするために，書く場面を 

   多く取り入れる。 

  ウ 授業改善サイクルに基づく授業研究の実施 

  ・授業後，２週間以内に評価問題を実施し，分析する。 

 ②家庭学習の定着 

  ア 自主学習ノートの指導   

  ・クラスタイムの時間を使って，全教職員で行う。見本となる

ようなノートを紹介し，仲間から学ぶことを意識させる。 

  イ 効果的な家庭学習の提示 

・生徒にとって取組みやすく，繰り返しの学習の内容であると

いう考え方に立ち，次の授業に活かされるものを提示する。 

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 

 ①授業改善の取組み 

  ○「基礎・基本」定着状況調査の推移 

    本年度，国語・数学・英語とも，福山市平均及び広島県平 

均を上回った。特に，数学においては，この３年間で確実に 

伸びてきている。   

 

 

 

 

 

 

 

 

                【H20～23 通過率の県との差】 

  ○「基礎・基本」定着状況調査における「書くこと」の通過率

   の推移 

    国語・英語における「書くこと」の通過率が，国語は8.6

ポイント，英語は9.5ポイント広島県平均を上回った。特に，

英語においては，２年間で28.6ポイント上昇し，２年続けて

県平  均を９ポイント以上上回った。 

  

 

 

 

 

 

 

   【H21～23 国語・英語「書くこと」の通過率】 

 ②家庭学習の定着 

  ○学習習慣における生徒の意識・実態 

    家庭学習の定着に関する取組みの成果として，「基礎・基

本」定着状況調査の生徒質問紙において，予習や復習に関す

る肯定的回答が県平均をそれぞれ６ポイント，10ポイント上

回った。特に，復習に関しては，漢字練習・計算問題・間違

った問題の直し・英単語英文練習は，基本的に毎日の課題と

して取り組めるようになってきている。 

県平均 本校 

質問内容 よくあてはまる ややあてはまる よくあてはまる ややあてはまる 
学校の授業の予習をするようにしている 

7.8 28.5 7.4 34.8 

学校の授業の復習をするようにしている 
14.4 37.7 21.6 40.7 

       【H23 「基礎・基本」定着状況調査生徒質問紙 】 

（２）課題 

 ①授業改善の取組 

  ○表現力に関する生徒の意識・実態 

    「基礎・基本」定着状況調査の生徒質問紙において，次の

表にある５項目全てで，「よくあてはまる」の割合が県平均

を下回っている。特に，「自分と違う意見も受け入れながら，

自分の考えを話している」「なぜそうなるのか，理由をつけ

て話している」「相手や目的に応じた話し方をしている」の

３項目においては，５ポイント以上下回っている。 

県平均 本校 

質問内容 よくあてはまる ややあてはまる よくあてはまる ややあてはまる 
自分とちがう意見も受け入れながら，自

分の考えを話している 

19.6 46.5 13.7 49.0 

困ったときや腹が立ったときなど，解決

するために，相手が納得するように自分

の気持ちを言葉で伝えている 

19.6 43.7 16.2 43.1 

なぜ，そうなるのか，理由をつけて話し

ている 

19.2 42.8 12.7 44.1 

自分の考えや意見を，具体的な例をあげ

順序に気をつけながら話している 

10.6 45.6 7.8 49.0 

相手や目的に応じた話し方をしている 
34.9 47.1 28.4 50.5 

    【H23 「基礎・基本」定着状況調査生徒質問紙】 
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 ②家庭学習の定着 

  ○学習習慣における生徒の意識・実態 

    肯定的回答で県と比較するとあまり差はないが，「よくあ 

   てはまる」と答えた生徒の割合が県よりも低い。特に，自分 

   で計画を立てたり学んだことをふだんの生活に応用したりす 

   ることが難しい。 

県平均 本校 

質問内容 よくあてはまる ややあてはまる よくあてはまる ややあてはまる 
学校で習ったことをふだんの生活の中で

思い起こしたり，利用したりしている 

15.2 43.2 12.3 49.5 

自分で勉強の計画を立てている 
15.4 31.6 10.8 36.3 

分からないことはそのままにせず，分か

るまで努力している 

21.3 44.7 20.6 42.2 

【H23 「基礎・基本」定着状況調査生徒質問紙】 

（３）今後の改善方策等 

 ①全教科で推進 

 ・各教科ごとにつけたい力を明確にし，ペア学習やグループ 

  学習を取り入れた，生徒が主体的に活動できる授業をさらに 

  全教科をあげて推進する。 

 ・学習規律を確立させ，お互いに認め合い，学びあうことができ

る授業づくりをめざす。 

 ②家庭学習の充実 

 ・小中連携を密に行う中で，９年間を見通した取組みの計画を作

成し，取組みを進める。 

 

３３３３    実践事例実践事例実践事例実践事例 

【【【【国語国語国語国語】】】】    

（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 国語Ｂ１□二】 

 ①問題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②解答類型 

解答類型 

１ 

１ 

２◎ 

２ 

３ 

３ 

４ 

４ 

無解答 

本校の割合(%) 11.5 41.0 31.1 16.4 0 

（２）調査結果からの課題 

 ・文章を比較して読み，構成や展開，表現の仕方を捉える力 

（３）学年：３学年 

（４）単元の紹介 

 ① 単元名 社会をとらえる 

 ② 単元の目標  

説明文の比べ読みを通して構成や展開を捉え，現代社会やメ 

 ディアに対する考えを深める。 

 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 

・比べ読みを通して，文章の構成や展開を捉える。 

本単元で用いる教材『メディア社会を生きる』は，接続詞 

  に着目することで，本文の前半部分の構成や展開を捉えること

ができる。しかし，筆者の主張に関わる後半部分では，段落相

互の関係が捉えにくい展開となっている。そこで，比べ読みを

設定し共通点や相違点を考え，文章の展開を捉えやすくさせる。 

・同じテーマの文章を比較し，相違点を班で考える活動を行う。 

二つの教材では問題点の指摘の仕方に違いがある。その

違いを読み取り，なぜそのような違いが生じているのかを

考えさせることで，読みを深めさせる。 

 ②教材の工夫 

 ・教科書教材である『メディア社会を生きる』（水越伸）を， 

『メディアリテラシー』（菅谷明子）と比較して読ませる。 

 ③評価の工夫（評価問題，調査問題も含む） 

 ・相違点を個人で考えた後， 

  グループ学習を通して深まっ 

たことをノートに記述させる。 

 ・文章の構成や展開をとらえる 

  ことができたかどうかを検証 

する評価問題を行う。 

（６）授業の様子（生徒の変化） 

・ 比べ読みを通して，筆者の立 

  場など一つの文章では見えな 

かったことに気づいたり，違 

いを的確に捉えることができ 

たりしていた。 

 ・ 同じテーマの文章を比較し相違点を班で考える活動ではさま 

  ざまな意見を交流することや主体的に文章を読むことができて

いた。 

 ・ グループ学習では個人で 

  気づかなかった相違点を発 

  見し，読みを深めることが 

  できていた。 

（７）検証 

 ①評価問題 

 

 

 

 

 

 

 

 ②解答類型 

解答類型 

１ 

ア 

２ 

イ 

３◎ 

ウ 

４ 

エ 

無解答 

本校の割合(%) 22.9 17.1 42.9 17.1 0 

 ③分析 

 ・解答類型１については，メディアを読むことと書くことの捉 

 えが逆になっている。 

 ・解答類型２について，二人の筆者の立場の違いや二つの文章 

の展開の違いを捉えることができていない。 

 ・解答類型４については，メディア社会の現状を述べた文章Ｂ 

 の第12段落の記述を問題点だと読み違いをしている。 

（８）成果と課題 

 ①成果 

 ・グループ学習では多様な相違点を読み取らせることができた。 

 ・授業の中で，比べ読みを行ったことで筆者の立場や文章の展 

 開をつかませることができた。 

 ・筆者の主張の根拠について正確に読み取ることができた。ま 

（資料：新聞記事とコラム）この紙面のトップ記事「今も色あせない魅力 太宰治生誕１００

年」と「コラム」との書き方の違いを説明したものとして最も適切なものを，次の１から４ま

での中から一つ選びなさい。 

１ トップ記事は結果を示してからその背景や原因を書いているが，コラムは時間の経過に沿って順番に書いている。 

２ トップ記事は事実を中心に客観的に書いているが，コラムは事実だけでなく書き手の意見や感想も交えて書いている。 

３ トップ記事は最新の出来事を取材した上で書いているが，コラムは過去の情景を的確に描写しながら書いている。 

４ トップ記事は様々な事柄を示してから結論を書いているが，コラムは結論を述べてからその根拠となる事柄を書いている。 

１ メディアを理解する。(1) 

２ 段落同士のつながりをとらえる。(1) 

３ 筆者の主張と「メディアの読み書き」が何を意味するかを読み取る。(1) 

４『メディアリテラシー』を読み，メディアの問題点と主張を読み取る。(1) 

５ 二つの文章を比較し，文章の展開の違いを読み取る。(1) 

６ メディア社会の生き方について自分の意見を書く。(1) 

二つの文章で，メディアの書き方について説明したものとして，適切なものを次から一つ選び，記号で答

えなさい。 

ア、Ａの文章は，筆者の主張の根拠として，メディアを書くときの問題点を具体的に述べている。 

イ、Ａの文章は，筆者がメディアの書き手としての立場から，メディアの問題点を指摘している。 

ウ、Ｂの文章は，筆者の体験をもとにして，メディアを読むときの問題点を指摘している。 

エ、Ｂの文章は，様々 なメディアの問題点を提示し，メディア社会に必要なことを述べている。 

（％） 



 た，問題提起のしかたや構成の違いについてもとらえること 

 ができた。 

 ②課題    

 ・授業の中では，班で挙げた相違点をまとめることはできた 

が文章の記述を根拠として提示させたり，どのように違うか 

を生徒に説明させたりすることが不十分だった。 

 ・比較させる際の視点をより明確にする必要があった。 

 

【【【【数学数学数学数学】】】】    

（１）教科の調査結果の分析 

  【福山市調査問題２（３）】 

 ①問題 

 

 

 

 

 

 

 ②解答類型 

解答類型（％） 

1◎ 

ウ 

2 

ア 

3 

イ 

4 

エ 

9 

その他 

0 

無解答 

昨年度本校の割合 46.5 8.5 28.0 16.0 0.5 0.5 

（２）調査結果からの課題 

 ・与えられた文字式を具体的な事象と関連付けて，意味を読み取る力 

（３）学年：1学年  

（４）単元の紹介 

 ①単元名 文字と式 

 ②単元の目標 

  文字式が表す具体的な数量をことばで表すことができる。 

 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 

・数量（代金・重さ・長さなど）の意味を提示して豊かな発想力

を引き出す。 

 ・個々 の考えをグループ内で検証する場面を設定する。 

 ②教材の工夫 

 ・文字が表す数量を代金と設定して，文字式が表す数量を読み取

り，ことばで表現する。 

・カードで提示した数量（重さ・長さなど）をヒントとして，文

字式が表す数量として代金以外へ発想を広げさせる。 

 ③評価の工夫（評価問題，調査問題も含む） 

 ・グループ学習を行い，個々 の考えを図や数直線，ことばの 

  式などを根拠として検証する場面を設定する。 

 ・プリントを用いて，授業の振り返りが短時間でできる問題 

  をする。 

 ・定期テストで類似問題の検証・分析をする。 

（６）授業の様子（生徒の変化） 

 ・ 具体物を用いることで，文字式が表している代金を読み取ろ

うとする意欲が高まった。 

 ・ 例題をもとに，まずは代金の数量を表していると捉え，表現

している生徒が多かった。 

 ・ カードで代金，重さ，長さなど数量を提示していることによ

り，数量とは，代金以外でも考えられると捉え，多様な発想で

思考していく生徒が増えた。 

 ・ グループ学習で検証する中で，「あっそうか」「そういう数量 

  で表していると考えることもでき 

 るんだ」と思考の広がりがみられた。 

 ・ グループ学習で出てきた誤答を取     

り上げ，全体で検証することで， 

より思考を深めることができた。 

（７）検証 

 ①評価問題 

  ア 福山市調査問題２（３）と同 一問題 

  イ 平成22年度全国学力・学習状況調査２（２）と同一問題 

 ②解答類型                     （％） 

解答類型 1◎ 2 3 4 

9 

その他 

0 

無解答 

ア本年度本校の割合 

昨年度本校の割合 

75.7 

(46.5) 

0 

(8.5) 

13.5 

(28.0) 

8.1 

(16.0) 

0 

(0) 

2.7 

(0.5) 

イ本年度本校の割合 

昨年度本校の割合 

63.5 

(77.9) 

4.1 

(7.1) 

8.1 

(7.1) 

18.9 

(7.8) 

0 

(0) 

5.4 

(0) 

（８）成果と課題 

 ①成果 

・多項式の事象を読み取ることに効果があったと考えられる。 

・文字式を使って様々な数量を表すことができることを理 

解し，文字式への興味関心が高まった。イラスト，こと 

ばの式，数直線を使って考えており，文字式の意味を的 

確に読み取り検証しようとする姿勢も見られた。 

 ②課題 

・多項式の事象の読み取りを重視したことにより，単項式で 

表される210aや210/aの読み取りに不十分さが見られた。 

・210/aに類する数量を「一人分の個数」などでとどまっ 

ており，多様な考えを説明する時間の確保が必要である。 

・数量という用語の理解が不十分で「2×x＋3× y」，「x 

が２つとyが３つ」など何を答えたら良いのか判断でき 

ていない生徒も見られた。用語についての扱いも丁寧に 

行う必要があると考える。 

 

【【【【英語英語英語英語】】】】    

（１）教科の調査結果の分析 

   【平成22年度「基礎・基本」定着状況調査 □12】 

 ①問題 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

次の文は，日本の中学生のリョウ(Ryo)が，写真に写っている弟のケン(Ken)について，

アメリカの中学生のトム(Tom)に紹介している文章の一部です。 

吹き出しの言葉を使って，□の中にケンについて説明する３文以上の英文を書きなさ

い。ただし，トム(Tom)に分かりやすく伝えるために，意味のつながりを考えて書きなさ

い。 

 This is my brother. 

  His name is Ken. 

  

  I play the guitar with him, too. 

          

 

得意なこと：英語を話す 

年齢：１３

好きなこと：音楽 

好きではないこと：スポーツ 

毎日すること：ギターをひく 

2a+2bという式で表されるものを，下のアからエまでの中から正しいものを１つ選びなさい。 

ア ２人がa円ずつ出し合ったお金でb円のりんごを２個買ったときの残りの金額（円） 

イ ２ｇの封筒にａｇの便せん1枚とｂｇの写真２枚を入れたときの全体の重さ（ｇ） 

ウ 縦a㎝，横b㎝の長方形の周の長さ（㎝） 

エ ２分間にa㍑の割合で水が出る蛇口と，２分間にb㍑の割合で水が出る蛇口を同時に１分

間，開いたときに出る水の量（㍑） 

１ 文字式の意味を理解する（１）  ７ 一次式と数の乗法と除法（２） 

２ 文字式の表し方（２）      ８ 一次式の四則計算（１） 

３ 文字を使った式（２）      ９ 等しい関係を表す式（２） 

４ 式の値（２）         １０ 大小関係を表す式（２） 

５ 文字式の意味（１）本時    １１ 練習問題（３） 

６ 一次式の加法と減法（４） 



②解答類型 

（２）調査結果からの課題 

 ・基本的な文法知識と会話を継続させるためのコミュニケーシ 

ョン能力 

（３）学年：３学年 

（４）単元の紹介 

 ①単元名 Unit 3  Jenny’s  Experience  on  a  Farm 

  ②単元の目標 

   現在完了の文の形と３つの用法を理解し，知らないことやも 

のを相手に説明することができる。 

 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 

 ・「説明する」ペア活動を行う。 

  ペアで，教師の示す物や人をできるだけ分かりやすい英語で相

手に説明させる活動を授業はじめに取り入れる。毎回２問行わ

せることで，説明する人と説明を聞いて質問したり，同意した

りする人の両方の立場を全員に体験させる。 

 ・ALTに日本のことについて説明するために，つながりのある英

文を書かせる。 

 ・ALTからのメッセージを聞くことで，英文を書くことの必然性

を感じさせる。また，個人思考を経てグループで考え，助け合

いながら活動させる。 

 ②教材の工夫 

 ・ペア活動においては，生徒の興味関心をひく題材を選定する。 

 ・意欲付けになるようALTを活用する。 

 ・教師が作成した２つの例文を比較し，分かりやすい英文につ 

  いて考えさせる。 

 ③評価の工夫 

 ・グループで作った英文をホワイトボードに書き，全員の前で 

発表しALTからコメントをもらう場面の設定をする。 

 ・福山の『バラ祭り』についてALTに説明する英文を作る評価 

問題を行う。 

（６）授業の様子（生徒の変化） 

 ・ 興味関心が持てる 

話題の提供により 

生徒が意欲的に授 

業に取り組めてい 

た。ペア活動も盛 

り上がり，本時の 

学習内容の理解に 

つながっていた。 

 ・ グループで活動 

することもスムーズであり，グループ同士の交流ができてい 

た。 

 ・ 準備した教材が生徒の意欲につながり，分からないところを

辞書で調べたり教え合ったりしながら学習を進めていた。 

・ 視覚的にうったえる例の提示があったので，伝える必然性 

を生徒が感じ取ることができたため，１時間の授業に集中で 

きた生徒が多かった。 

（７）検証 

①評価問題 

 

 

 

 

 

②解答類型 

番

号 

 解答類型 割合(％) 

１ ○ 

『バラ祭り』について説明する英文を，文法的に正しく３文以上で

書いている。書かれた英文に意味のつながりを感じられる。 

８．３ 

２ △ 

『バラ祭り』について説明する英文を，文法的に正しく３文以上で

書いている。書かれた英文に意味のつながりを感じられない。 

２．８ 

３ △ 

類型１において，内容を理解する上で支障のない誤り(例：綴りの誤

り，大文字・小文字の誤り，動詞の三人称単数形の誤り，複数形の

誤り，冠詞の誤り，前置詞の誤り等)が，１～４カ所ある。 

２７．８ 

４ △ 

類型２において，内容を理解する上で支障のない誤り(例：綴りの誤

り，大文字・小文字の誤り，動詞の三人称単数形の誤り，複数形の

誤り，冠詞の誤り，前置詞の誤り等)が，１～４カ所ある。 

１１．１ 

５ × 

類型１において，内容を理解する上で支障のない誤り(例：綴りの誤

り，大文字・小文字の誤り，動詞の三人称単数形の誤り，複数形の

誤り，冠詞の誤り，前置詞の誤り等)が，５カ所以上ある。 

１６．７ 

６ × 

類型２において，内容を理解する上で支障のない誤り(例：綴りの誤

り，大文字・小文字の誤り，動詞の三人称単数形の誤り，複数形の

誤り，冠詞の誤り，前置詞の誤り等)が，５カ所以上ある。 

２．８ 

７ × ３文以上書いているが，『バラ祭り』の説明になっていない。 ５．５ 

８ × ３文書いていない。 １９．４ 

９ × 上記以外の解答 ２．８ 

０ × 無解答 ２．８ 

③分析 

  ・通過率は５０％であった。【類型８】に見られるように２割 

近い生徒が３文書こうとしているが，時間切れで３文めの途 

中で終わってしまっている。 

  ・【類型０】に見られるように無解答率が大きく低下した。 

  ・問題に対する解答と成り得ていない生徒が8.3％いたが， 

【類型７】に見られるように『バラ祭り』についての知識 

があまり多くなかったという問題を作る上での反省点があ 

げられる。 

  ・【類型３・４】のように，動詞の三人称単数形の誤りや複数 

形の誤りなど細かいミスがある生徒が40％近くいる。 

（８）成果と課題 

①成果 

  ・評価問題における無解答率の低下は，授業を通して興味付け 

が図られたことが大きな要因と考えられる。 

  ・評価問題において90％近くの生徒が『説明する』文章を書こ 

うと意識していることから，授業における工夫が大切である 

ことがうかがえる。『説明する』ために必要なことにも着目 

できるようになっている。 

②課題 

・動詞の三人称単数形の誤り，複数形の誤りといった細かいミ 

スに関して，毎時間の授業においてミニテストを実施したり 

ペア活動の徹底を行うなど，細かいところまで気を配って正 

しく書いたり話したりする力を育てていかなければならない。 

  ・問題に対する答えが書ける力を育てるためには，日頃から尋 

ねられたことに対して正しく答えさせる指導を根気強く行っ 

ていく。 

解答類型 

１ 

ア◎ 

２

イ 

３

ウ 

４

エ 

５

オ 

６

カ 

７

キ 

８

ク 

９

ケ 

無解答 

本校の割合

（％） 

6.3 0.5 28.9 5.8 13.2 11.6 6.8 3.2 14.2 9.5 

１，福山の『バラ祭り』について Kelly先生に説明 

する３文以上の英文を作りなさい。辞書を使っても 

良いが，時間は３分とする。 

1111 現在完了(完了)の用法について理解する。(2) 

2222 It・・(for ―) to ～の表現を理解する。(1) 

3333 S＋V＋疑問詞＋to ～の表現を理解する。(1) 

4444 本文の内容を理解する。(5)    

5555 Skit  Time (説明する)(4) 


