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１  研究の概要  

（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 

「全国学力・学習状況調査」「基礎・基本」

定着状況調査の結果から本校生徒の課題を次

のように捉えた。 

・基礎的・基本的な知識の定着が不十分である。 

・自分の考えを表現する力が弱い。 

・「書くこと」の領域に関する問題が全国平均や

県平均に比べて低い。 

   このことから，「書くこと」を中心とした言

語活動を通して，基礎的・基本的な知識の定着

を図ると共に，生徒の思考力を高めたいと考え，

本研究テーマを設定した。 

 

 

 

 

 

 

（２）研究組織・体制(省略) 

（３）研究内容 

 ①指導方法の工夫 

ア 思考場面を位置付けた授業展開の確立 

  ・単元の目標を達成するための思考場面の工夫 

・思考場面における活動内容の工夫 

イ 各教科における「書く活動」の工夫 

・「書く活動」として考えられる内容と教科の 

目標との関連の明確化 

・「書くこと」における発問の工夫 

ウ 「書き方スタイル」を導入した指導の工夫 

・国語科で作成した「書き方スタイル」の他 

教科での活用 

  ・全領域における言語活動の充実 

 

２ 研究の成果と課題等 

（１）成果 

① 平成 23 年度の「基礎・基本」定着状況調査にお

いて平成 22 年度と比較して大きく成果が見られ

るのは以下の領域であった。 

 

② 思考力の育成（活用）については、「自分の考え

と他の人の考えを比較しながら聞いています。」の

設問で，肯定的な回答が，平成 21 年度から毎年少

しずつ伸び続け，本年度は達成目標の肯定評価80％

をほぼ達成した。これは，特に国語科で，「比較す

ること」を重視した授業展開を行っているからだ

と考えられる。昨年度から全教科において，読み

取ったことを自分なりに文章や言葉に表し，それ

に対してみんなで意見を出し合うといった，交流

し合う場を授業に多く設定した。このことによっ

て，言語活動の充実が図られ「比較して考える」

意識が生徒に高まったことを示す数値と考える。 

（２）課題 

① 「書くこと」を通して定着を図ってきたが，「基

礎・基本」定着状況調査結果において，特筆すべ

き調査結果が出ず，２学年全体の基礎的基本的な

知識の定着は未だ十分ではない。 

 ② 「書くこと」を中心とした言語活動の充実に全

教  科で取組んでいるが，教科間また授業と授

業を有機的につなげることが不十分であった。 

 ③ 形成的評価によって生徒を支援し，学習意欲を

高めようとしたが，本年度１学期末の生徒アンケ

ート「学校内で私のがんばりや良さを認めてくれ

る先生がいる。」の肯定的な評価が 72.9％で，生

徒の良さを評価し切れていない。 

（３）今後の改善方策 

 ① 基礎的・基本的な知識の定着のための各教

科・学年での取組を整理し直し，組織的・系統的・

計画的に推進する。決めたことは徹底してやりぬ

く。 

 ② 「書くこと」の取組の一つとして，ノート指

導をこれまで以上に徹底する。具体的には単に

板書を写すノートから，学んだことと考えたこ

とを分けて書く等，生徒が創意工夫するノート

等に挑戦させ，コンテストや校内掲示を実施し

ながら，望ましい因島南中学校ノートのスタイ

ルを追求する。 

③ 形成的評価のあり方について再検討し、研修を

通して学校全体で「生徒を支援する」ことについ

て確認し合い，実施する。    

【研究仮説】 

「書く活動」を取り入れた授業を全教科で実施す

れば，生徒の表現力が高まり，思考力を育成でき

るであろう。 

 

基礎的・基本的な知識の定着と思考力を高める指導の工夫 

 ～「書くこと」を中心とした言語活動を通して～ 



３ 実践事例 

【国語】 

（１）教科の調査結果の分析 

平成23年度「基礎・基本」定着状況調査 ５ 記述２ 

（自分の考えを効果的に伝えるために，適切な理由を 

明確にして書くことができる。） 

 本校 広島県 

通過率（％） 59.1 63.2 

 [誤答分析] 

・理由を２つ以上書いているが，１つしか合って

いない。 

・本文から引用しているだけで説明していない。または，

説明しているが不十分である。 

・イの文章の方がよいと書いている。 

・何をどのように書けばよいのか考えつかず，書き

始めることができていない。（無答） 

（２）調査結果からの課題 

①課題となる力 

・意見を支える根拠が適切かどうかを判断したり

評価したりする力。 

・自分の意見を明確にし，意見を支える適切な理由

を書くことができる力。 

②指導上の課題 

・文章の中の自分の考えや気持ちについての根拠

が，明確に書かれているかどうかやその根拠は

適切かどうかを常に吟味する活動が不十分で

あった。 

（３）授業研究 第１学年国語（９月 28日実施） 

（４）単元の紹介 

 ①単元名 手紙を書こう 

  ～伝えたい事柄について，自分の気持ちを根拠を明確

にして書く～ 

 ②単元の目標 

・中学校生活の報告をする手紙の形式や役割を意識

して，根拠を明確にして文章を書こうとしている。 

・伝えたい事柄をまとめ，自分の気持ちを根拠を明

確にして，報告する手紙を書くことができる。 

・書いた文章を互いに読み合い，根拠の明確さなど

について意見を述べたり，自分の表現の参考にし

たりすることができる。 

・字形を整え，文字の大きさ，配列などについて理

解して，楷書で書くことができる。 

 ③単元の展開（全５時間） 

  １時 学習の見通しを持つ。  

  ２時 二つの文章を読み比べ，意見を書く。 

  ３時 手紙の下書きをする。 

  ４時 下書きを批評し合い，書き直す。 

５時 清書する。 

 

 

（５）授業改善のポイント（指導方法の工夫） 

・ 「書き方スタイル」に基づき，書き方の指導をす

る。 

・ 根拠を明確にするということや，適切な根拠

とはどういうものかについて考えさせるため

に，指導者が作成した手紙を吟味する活動を仕

組む。 

・ 自分の根拠が明確かどうか考えを深めさせる

ために，相互に吟味し合う活動を仕組む。 

 ・ 意図的なペアで相互に交流させる。 

（６）授業の様子 

・ 比べる視点に沿って，じっくり考え，書くこ

とができた。 

・ 意図的指名で発表させることにより，自分で

は気付かなかった不十分な点や自分とは違うも

のの見方・考え方に気付いたり，他者の良い点

を取り入れたり，自分の根拠を見直す視点を得

たりするようになった。 

・ 意図的なペアで交流することで，より深まり

のあるペアトークになった。 

（７）検証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 授業後に「けんかをした友達に謝るには手紙

がよい」と主張している二つの文章を読んで，

どちらの文章がよいか比較し，適切な理由を書

いて意見を書く問題を実施し，平成 23 年度「基

礎・基本」定着状況調査の結果と比較した。その

結果，2.9ポイント向上した。 

（８）成果と課題（○成果 ▲課題） 

○ 「書き方スタイル」に基づいた指導を行うこ

とは文の構成を考えるなど，思考力の育成に有

効であった。 

○ 指導者が作成した二つの手紙を比較するこ

とにより，根拠を明確にして書くということは，

自分の思いや考えを繰り返すだけでなく，伝え

たい思いや考えにふさわしい複数の実例を示

すことである等ということに気付かせること

ができた。 

▲ 書くことに抵抗を持っている生徒にさらに

手立てを工夫する必要がある。 

59.159.159.159.1％％％％    

62.062.062.062.0％％％％    



【数学】 

（１）教科の調査結果の分析 

平成22年度全国学力・学習状況調査数学Ｂ２（２） 

（文字式を活用して，事柄が成り立つ理由を説明す

る問題） 

 本 校 全 国 

正答率（％） 12.7 24.3 

無解答率（％） 21.5 29.1 

［誤答分析］ 

・２つの条件のどちらか一方だけを記述している。 

・４割の生徒は，文字式の計算はできているが，最

後の２つの条件を完全に書けていない。 

（２）調査結果からの課題 

①課題となる力 

・文字式を活用して，事柄が成り立つ理由を説明   

する力 

②指導上の課題 

・整数の性質などが成り立つことを説明する際に，

文字式を活用し，根拠を明らかにして結論を導く

方法の理解が不十分である。 

・数学的な表現を用いて考えを論理的に述べさせる

指導が不十分である。 

（３）授業研究 第３学年数学（６月 10日実施） 

（４）単元の紹介 

 ①単元名 「式の計算」 

 ②単元の目標 

・式の展開や因数分解に関心をもち，計算の方法

を考えたり，問題の解決に生かそうとしたりす

る。 

・式の展開や因数分解の方法を考えたり，それら

を活用して数や図形の性質を証明したりする

ことができる。 

・簡単な多項式について，公式を用いるなどして

式の展開や因数分解をすることができる。 

・展開と因数分解の意味や，それらの公式を理解

することができる。 

③単元の展開  （全 16 時間） 

１次 多項式の乗法       （６時間） 

２次 因数分解        （７時間） 

３次 式の活用        （３時間） 

（５）授業改善のポイント（指導方法の工夫） 

・ 文字式を用いて全員が自力解決できるように，

導入場面で整数の計算式から規則性を考えさ

せる。 

・ 用いる文字式の意味理解を深めるために，連

続する奇数を表す二つの考え方を比較，考察さ

せる。 

・ 数学的な表現を用いて考えを論理的に述べさせ

るために，結論先行で考えを整理できる表（書き

方モデル）を活用する。 

・ 根拠を明らかにして結論を導く方法の理解を深

めるために，小グループで考察した解決の方法

を，全体へ説明させる。 

（６）授業の様子 

・ 既習事項の復習で整数の計算式から，規則を

考えさせたことで，文字を使って自力解決をす

ることができた。 

・ 二つの考え方を比較したことで，文字を 1 種

類使うときと２種類使うときの違いを理解する

ことができた。 

・ 二つの考えを書き方スタイルの視点で比較す

ることで，結論先行で，数学的な表現を用いな

がら自分の考えを整理することができた。 

・ 小グループを活用し，結論を導かせたことで根

拠を明らかにして結論を導く方法を共有できた。 

（７）検証 

・ 検証問題を実施し，平成 22 年度の全国学力・学

習状況調査と比較した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 平成22年度全国学力・学習状況調査数学Ｂ２（２）

のように文字式を活用して，事柄が成り立つ理由

を考察する設問については，正答の割合が 12.7％

から 17.5％に 4.8ポイント向上した。また，無解

答率は，21.5％から 38.8％と 17.3 ポイント向上

した。 

（８）成果と課題（○成果 ▲課題） 

○ 日頃のノート指導や書き方スタイルの活用等，

「書くこと」を中心とした言語活動を継続したこ

とは，全員に自分の考えを持たせる上で有効であ

った。 

○ 小グループでの活動を取入れ，友だちの考えと

比べながら自分の考えを補完させる活動を充実さ

せたことは，数学的な表現を用いて考えを論理的

に述べる上で有効であった。 

▲ 表には整理できても，証明の書き方そのものが

定着していない生徒がいるため，無答率が高い。

書き出しを示す等のステップをふまえながら，丁

寧に指導を行う必要がある。 

＜検証問題＞ 

連続する３つの奇数の和は，３の倍数になることを 
証明しなさい。 

％



【英語】 

（１）教科の調査結果の分析 

平成 23 年度「基礎・基本」定着状況調査英語５１ 

（主語・動詞の文型から判断して，会話文を組み立て 

る問題） 

 本校 広島県 

通過率（％） 29.5 56.3 

[誤答分析] 

・This is ～という文の形のみが定着し，補語 nice

の意味をふまえて何が主語になるかを正しく判断

することができていない。このことから，文の意

味を考えて，正しい語順で文を組み立てる力が十

分でない。 

・Thisが主語になる文には慣れているが，形容詞の

働きをする《this＋名詞》が主語になる文に慣れ 

ていない。 

（２）調査結果からの課題 

①課題となる力 

・Thisの形容詞としての使い方を理解し，文の意味

を考えて正しい語順で文を組み立てる力。 

②指導上の課題 

・《this+名詞》が主語になる文を扱った言語活動を

十分に取り入れていない。また，文の決まりを考

えて正しい語順で文を作らせる指導が十分でない。 

（３）授業研究 第１学年英語（９月 30日実施） 

（４）単元の紹介 

①単元名 キャンプの準備 

②単元の目標 

・複数形，how many, who の使い方を理解し，それ

らを用いて，正しい英文を書くことができる。 

・数についてのインタビューのやりとりの内容につ

いて考え，書くことができる。 

③単元の展開 （全８時間） 

１時 数字を覚える。 

名詞の複数形の使い方を理解する。 

２時 複数形を使った本文の内容を理解する。 

３時 How manyの使い方を理解する。 

４時 How manyを用いて，相手の持っている 

数についてたずねる。 

How manyを用いて英文を書く。（本時） 

５時 How manyを用いた本文を理解する。 

６時 Whoの使い方を理解する。 

Whoを用いて，問答する。 

７時 Whoを用いた本文の内容を理解する。 

８時 本単元で学んだ表現のまとめ 

（５）授業改善のポイント（指導方法の工夫） 

①指導構成の工夫 

ア 機械的ドリルにより，基本的な語順を理解さ

せる。 

イ 有意味的ドリルにより，コミュニケーション

能力の基礎を培う。 

ウ カードを用いて語順について視覚的にとらえ

させる。 

エ 機械的ドリル・有意味的ドリルで話したこと

を，後にワークシートに書き，確認することを

通し，定着を図る。 

オ 正しい文を理解しているか，ノートを用いて

個別に確認する。 

②書くことについての指導の工夫 

ア 「書くこと」においてどの段階に課題がある

のかを把握するため，段階的に確認を行う。 

 ステップ１ 使用すべき主な語句の確認 

 ステップ２ 単語の並べ替え 

ステップ３ 不定詞を中心にすえた適語補充 

ステップ４ まとまりのある英文 

 ステップ５ ステップアップ問題 

＊ステップ５は「書き方スタイル」に基づき，

統一された話型を活用し，英作文をさせる段

階である。 

イ 「書き方スタイル」に基づくモデル文に従っ

て書かせる指導を行う。 

① 始め（話題の提示） 

② なか１（理由・根拠・説明） 

③ なか２（理由・根拠・説明） 

④ まとめ（「なか」から導きだされたこと） 

（６）授業の様子 

・ 導入時のドリルの徹底により，英文を正しく書

く力の定着を図ることができた。 

・ 「話す」ことにも｢書く｣ことにも，生徒は意欲

的に取り組むことができた。 

（７）検証 

・ ｢基礎・基本｣定着状況調査の類似問題を作成し，

実施した。単語の並べ替え問題の正答率は 100％

で，平成 23 年度｢基礎・基本｣定着状況調査と比較

して 70.5 ポイント向上した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）成果と課題（○成果 ▲課題） 

○ ドリルの中の英文に形容詞としての this を多

く取り入れることで，《this+名詞》の形が定着し

てきた。 

○ カードを用いて語順について視覚的に考えさせ

る活動は有効であった。 

○ 機械的ドリルから有意味的ドリルにつなげるこ

とは，生徒が正しい英文を書く力を育成するのに

有効であった。 

▲ 書き方スタイルで「書くこと」についていける

生徒も多いが，そうでない生徒もいるので，両方

への手立てをもっと工夫しなければならない。 

 

｢基礎・基本｣定着状況調

査の類似問題を作成し，

適切な語を用いて会話文

を組み立てられる力の変

容をみる。 

次の会話文の〔 〕内の語をすべて用いて英

文を書き，会話文を完成させなさい。 

A: Look. This is a present from my friend. 

B: Oh, 〔 cap / this / is 〕nice. 


