
事業名：中学校学力向上対策事業 

推進地域名：東広島市研究推進地域 

推進地域を構成する学校 

学校名 学級数 生徒数 

東広島市立福富中学校 ４  ７３ 

東広島市立豊栄中学校 ５  ９０ 

東広島市立河内中学校 ６ １６５ 

 

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 

  目標をもって学ぶ姿勢を育てる指導の工夫 

    ～言語活動を取り入れた学習を中心として～ 

②研究のねらい 

本研究推進地域は，各学力調査及び生徒質問紙等による結
果において，各教科の通過率は国・県の平均値より高い。
しかし，学習への関心・意欲は低い状況がみられる。また，
教師への質問紙による調査結果から授業では，生徒による
説明や論述・討論を行わせる学習場面が少なく，生徒の言
語能力を十分に高められていない状況にあることが考えら
れる。 
そこで，学習活動に言語活動を効果的に取り入れ，目標を

もって学ぶ姿勢を身に付けさせる指導の在り方について研
究することとした。 

 

（２）研究組織・体制 （省略） 

 

（３）研究内容 

①調査結果等からの課題 

平成21年度「基礎・基本」定着状況調査及び平成21年度

全国学力・学習状況調査等から課題を整理した。 

ア 目標をもって学ぶ姿勢（意欲）について 

・５月の指導方法についての調査で，「生徒にめあてと

対応した自己評価をさせた」の項目において「あては

まる」と回答した教師は，約５０％だった。１時間の

授業のはじめに生徒に学習のめあてを示し，めあてに

対する生徒の自己評価を十分にさせていない。 

・５月の生徒質問紙による調査で，「自分から進んで勉

強する」の項目において，肯定的に回答した生徒は，

全体で約６２．８％であった。自分から進んで学習し

ようとする意識が低い。 

 イ 言語活動について 

・国語科において「自分の考えを効果的に伝えるために，

理由を明確にして書くこと」や，英語科において「相

手にわかりやすく伝えるために，英文のつながりを考

えて書くこと」に課題があった。 

・５月の指導方法についての調査で，「考えを交流する

指導に重点をおいた」の項目において「あてはまる」

と回答した教師は，約４２％だった。生徒による説明

や論述・討論を行わせる学習場面が少ない。 

ウ 家庭学習について 

・５月の指導方法についての調査において，全教師が

「家庭学習を計画的に行わせるような指導をした」

と回答した。しかし，生徒質問紙による調査では，

「授業の予習をしている」生徒が約４０％，「復習を

している」生徒が約５０％であった。家庭学習の指

導がまだ不十分である。 

エ 指導方法について 

○国語科 

「言語事項」では，特に主述関係の把握，「読むこと」で

は，対比・比較等して要旨や書き手の考えを整理しなが

ら読み取る指導が不十分である。 

○数学科 

具体的な事象の中にある数量関係を見出すための指導と証

明の手順についての指導が不十分である。 

○英語科 

英語の言語材料を定着させるための指導と４技能を総合的

に育成する指導が不十分である。 

②取組み 

○共通 

ア 目標をもって学ぶ姿勢（意欲）について 

・学習のめあてを生徒に示すとともに自己評価をさせる。 

・授業者は，生徒の自己評価及び評価問題等を分析し，

生徒に学習内容の定着状況を理解させ，明確な目標を

もたせる。 

イ 言語活動について 

・各教科部会で，言語活動を中心とした学習指導案の事

前検討を行う。 

・授業研究の協議会において，言語活動を設定した場面

の妥当性を協議する。 

ウ 家庭学習について 

・家庭学習の学習方法を授業と関連付けて指導をする。 

・学習指導案の中に，家庭学習の内容を記載し，授業と

の関連を示す。 

エ 指導方法について 

・生徒が意欲をもって学ぶように教材や授業展開等の工

夫をする。 

・一人一人の学力状況を把握し，個に応じた指導を充実

させる。 

・各教師は，学習指導案や教材開発した資料及び自己研

鑽の資料等によるポートフォリオを作成し，授業改善

にかかわる自己評価を行う。 

○国語科 

・主語・述語の呼応を意識した書くこと・読むことの指

導を行う。 

・共通点や相違点を整理したり，対比や比較を行ったり

して書き手の考えを読み取る指導を行う。 

・目標に整合した評価内容を工夫する。 

○数学科 

・ペアやグループ学習等を効果的に取り入れた指導を行

う。 

・授業の中で，考える場を設定し，生徒の発言・意見を

大切にする。 

・板書の内容を精選し構造的に書くようにする。 

・言語活動について，生徒に「事実」「理由」「解法の手

順」といったキーワードを使い，説明をさせる。 

○英語科 

・カード等を使用して文構造を理解させたり，英語表現

シートを活用してペア練習を継続的に行わせたりする

ことにより，英語の言語材料をより定着させる。 

・コミュニケーションの視点を意識した指導を行う。 

・４技能を総合的に育成する指導をする。 

 

２ これまでの研究の成果と課題等 

（１）研究推進委員会及び連絡協議会（臨時）の開催 

これまで研究推進委員会を２回（８，１０月）及び臨時

での連絡協議会を１回（７月）開催した。 



特に連絡協議会については，各教科担当者及び各学校の

校長の全員が集まり，本研究が同一ベクトルにより推進で

きるよう研究の趣旨及び研究の方向性を再度確認した。ま

た，研究推進委員会では，各教科の講師から研究推進にか

かわる指導・助言により研究の方向性を明確にすることが

できた。 

これらのことにより各教師が「生徒の確実な学力の向

上」を図るための授業改善への意識が高まり，各教科の研

究協議が活性化した。 

 

（２）成果 

ア 目標をもって学ぶ姿勢（意欲）について 

・授業者は，学習のめあてを生徒に示すとともに自己評価

をさせるようになってきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「教科の学習に関する調査」の５月分と９月分を比較す

ると，特に「数学の勉強は好き」と「数学の授業を楽し

みにしている」の項目のみ，全学年とも肯定的に回答す

る生徒が増加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このことは，数学科の授業において，授業の中で，生

徒の考える場を設定し，授業者が生徒の発言・意見を大

切にする授業を行うようになったためと考えられる。そ

して，授業の振り返りを丁寧に行うことで次時への学習

意欲を高めたためと考えられる。 

 

 

 

 

 

   以上のことより，教師が目標を明確に示し，生徒に考

える時間を十分に与え，生徒同士で意見交流をさせるこ

とにより，生徒が意欲をもって学習し，達成感を味わう

ことができるようになった。   

イ 言語活動について 

  ・「生活と学習に関する調査」の５月分と９月分を比較し

てみると，「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」という項目に関しては，全学年と

も肯定的に回答する生徒が増加した。 

このことは，国語科において「既習内容の活用，他

の文章や資料との比較，見通しや予想など，考える方

法を教えるなどの指導」をする中で意見交流をさせた

り，数学科において「友達の考えと自分の考えを比べ

させるためにそれぞれの考え方や解き方を説明させる

などの指導」に重点をおいたりする教師が増えたこと

による。また，数学科においては，生徒に「事実」「理

由」「解法への手順」といったキーワードを使いこなし

て説明をさせるように取り組み，お互いの意見を交流

させたためであると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 家庭学習について 

・学習指導案の中に家庭学習について記載することにより，

教師が授業内容に基づいた具体的な家庭学習の内容を指

示するようになった。また，家庭学習で行ったことを授

業で取り上げるなど，家庭学習と授業を関連付けて指導

するようになってきた。 

エ 指導方法について 

・ 事前テストを実施することにより，生徒の学力の状況

 を把握し指導に活かすことができた。 

・教師が単元の実施前に評価問題を作成することにより，

単元の目標を十分に意識して指導できるようになってき

た。 

・ 授業後に評価問題を行うことにより，生徒の学力の定

 着状況が把握でき，その後の指導に活かすことができ

 るようになった。 

・英語科の授業において，音読の指導方法を工夫したとこ

ろ，生徒たちは大変意欲的に音読発表に取り組み，ほと

んどの生徒が授業後，高い自己評価をした。 

○なりきり音読の指導方法（英語科） 

①様々 な手法で楽しく繰り返し音読練習をする。 

②２人の登場人物の気持ちや読み方をペアで考える。

③登場人物の気持ちが伝わるように発表をする。 
○生徒の感想 
その話の登場人物の人になりきるのにとても苦労しま

した。でも，やってみたらとても楽しかったし，登場

人物の気持ちが分かったような気がします。またやっ

てみたいです。 

    このように，指導方法を工夫することが生徒の学習意

欲につながった。 

 

（３）課題 

ア 目標をもって学ぶ姿勢（意欲）について 

・「生徒にめあてと対応した自己評価をさせる」と回答し

た教師は，約５０％から約５８％へと増加している。し

かし，依然６割を割っている理由は，自己評価はさせて

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
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いるが，授業者が示しためあてと自己評価を対応させて

いない場合があったり，生徒の自己評価の内容も形骸化

していたりすることがあったためである。さらに取組み

が必要である。 

・事前に指導案検討で協議したうえで授業を行うが，実際

の授業では，指導案通りに実施できないこともあり「目

標に整合した評価」を行うことが十分にできていない。 

 イ 言語活動について 

・言語活動の充実について，現時点では，十分な検討時間

を確保できないことにより効果的な授業実施までにはい

たっていない。 

ウ 家庭学習について 

・指導方法についての調査において，５月・９月とも全

教師が「家庭学習を計画的に行わせるような指導をし

た」と回答しており，教師は，家庭学習の必要性を十

分に理解していると考えられる。しかし，授業におい

ては内容理解に重点を置くこととなり，家庭学習の指

導が不十分で，家庭学習の充実までには至っていない。 

エ 指導方法について 

・国語科では，設定した「考える場」に十分な時間がとれ

ていない。 

・数学科では，ペア学習やグループ学習を取り入れて展開

してはいるが，その活用が十分図れていない。 

・英語科では，授業の中で，英語を書くことの指導が不

十分である。 

 

（４）今後の改善方策等 

本研究の推進にあたり，東広島市研究推進地域としての

教師の意識及び組織体制は確立できている。しかし，内容

については，不十分な点があり，全体で次の内容の徹底を

図り，教師の授業力を高め，生徒の学力向上に向け研究を

進めていきたい。 

ア 目標をもって学ぶ姿勢（意欲）について 

・生徒が意欲的に学べる教材や達成感が感じられるような

授業展開や指導方法等について研究していく。 

・ 指導案に目標・教師の発問・板書計画を明記するとと

 もに，生徒の自己評価を位置付け，指導と評価の一体

 化をめざし，生徒の学習意欲を高めていく。 

イ 言語活動について 

・各教科において言語活動を充実させることはもちろんの

こと，関係教科だけの取組みに終わらせないため，全教

科等学校全体の取組みとして充実させることが必要であ

る。 

ウ 家庭学習について 

・家庭学習の方法及び内容について引き続き指導を行い，

自主学習を含めた家庭学習の徹底を図る。 

 エ 指導方法について 

・生徒一人一人の学力状況の把握方法については，確立

できている。今後は，個に応じた指導の工夫はもちろ

んのこと学習内容に応じた効果的な学習形態を工夫し

ていかなければならない。 

 オ 各教科の協議会の充実について 

・チームリーダーを中心として，協議内容の明確化・重点

化を図り効率的な協議会を開催する。また，研究推進教

員が中心となり教科間の連携を図り活発に情報交換を行

わせることにより，情報の 

共有化を図るとともにベク 

トルを合わせる。 

 

実践事例 

【国語】  第１学年 

【調査結果の分析】 
・登場人物のものの考え方を
捉える問題の正答率は４９
％である。 

①誤答分析を行った結果，主
述の把握ができていないた
めの誤答が，全誤答の３分
の１強を占める。 

②登場人物の心情を対比して
整理することができていな
い誤答が全誤答の６割強で
ある。 

③誤答のほぼ全てが制限字数
の条件を満たしていない。 

【調査結果からの課題】 
 
 
 
①主述や修飾・被修飾の呼応
した述べ方ができない。 

 
②文章中の表現を根拠にし
て，登場人物のものの見方
や考え方を，対比して整理
し，読み解くことができな
い。 

③指定された字数で書く練習
 ができていない。 

 

【授業改善のポイント】 
①指導方法の工夫 
ア 発表や記述において主述や修飾・被修飾の呼応を
意識する指導を行う。 

イ 複数の登場人物の心情や考えの変化を複数人物の
対比や時間的な前後の対比から捉える指導を行う。 

ウ 指定された字数で書く形のまとめを行わせる。 
②教材の工夫 
 ・複数の登場人物の関係や前後の心情や考えの変化が図式的

に捉えられるワークシート及び板書を用いる。 
③家庭学習の工夫 
 ・１時間の授業で学んだことを自分の言葉でまとめて書いて

くる等，授業とかかわりのある家庭学習内容を設定する。
  （例：「その日の主人公の日記を主人公に代わり書こう」）
④評価の工夫 
 ・①のア・イ・ウを取り入れた評価問題による。 

（１）単元について 

① 単元名（教材名） 

 「空中ブランコ乗りのキキ」 

② 単元の目標  

 ・登場人物のものの見方・考え方とその変化を表現を手

がかりに読み取る。 

 ・主語・述語の整った文で話す・書く意識をもつ。 

③ 単元の展開（指導計画） 

 ・複数の登場人物のものの見方・考え方を対比的に捉え

て，自分の言葉でまとめる。 

 ・登場人物のものの見方・考え方の変化を，表現を手が

かりに捉えて，自分の言葉でまとめる。 

 ・各自が書いたものを交流して考えを広げ，学習のまと

めを書くことを通して行う。 

 

（２）検証 

  ・単元の学習が終了した後，【調査結果からの課題】に沿

った作問をした評価テストを行う。 

 

（３）成果と課題 

  ・主述を意識して話したり書いたりするようになったが，

主述の正確な呼応については，繰り返しの学習が必要で

ある。 

  ・生徒は，２人の人物や前後を対比して捉える方法につい

て授業の中では活用できている。 

  ・生徒の主体的に学ぶ力を育てる必要がある。授業を行う

際には，生徒に活動の必然性と目的をしっかり確認させ

て行うようにする。 

  ・１時間の授業のまとめを家庭で行うことが難しい生徒が

いる。個に応じた指導を行う必要がある。 

英語科の協議会の様子 



【数学】  第１学年 

【調査結果の分析】 
事象の中の数量関係を数え上
げて解を導く設問は概ね良好
（正答率78.3％）であるが，
文字を用いて一般的に表現す
る設問では正答率が43.5％で
あり，無解答も10.9％となっ
ている。 

【調査結果からの課題】 
事象の中の数量関係を発見す
る力や文字式を用いて一般的
に表現する力が不十分であ
る。 

 

【授業改善のポイント】 
①指導方法の工夫 
ア 具体物による操作活動を取り入れた指導 
イ 文字式で表現するまでを段階的に取り組ませる指
導  

ウ 文字式から具体的な数量関係を説明させる指導 
②教材の工夫 
 ・単元の導入で扱った内容を発展的に再構成して教材にす

る。 
③家庭学習の工夫 
 ・保護者とともに取り組める課題を作成する。 
④評価の工夫 
 ・数学の教科通信により学習に対する評価を行う。 

(生徒の発見した解法等を紹介) 

（１）単元について 

① 単元名  文字と式 

② 単元の目標   

文字の意味を理解し，文字を用いて数量や数量の間の関 

係及び法則を式に表現したり，表現した式を適切に処理し 

たり，式の意味を読み取ったりすることができるようにす 

る。 

   

 

（２）授業の様子 

  ① 積極的に発表するようになり，分らないことをそのま

まにしない雰囲気になってきた。 

  ② 課題に取り組む中で，板書で紹介した内容を参考にし

て，様々 な解法を考える姿がみられた。 

 

（３）検証 

   平成２１年度「基礎・基本」定着状況調査の類似問題へ

取り組ませたところ，正答率が６０％であり，無回答がな

かった。また，生徒は２種類以上の解法を発見しようとす

るなど，問題へ取り組む意欲がみられた。 

 

（４）成果と課題 

・文字を用いた式で表現するようになるまでを段階的に取

り組ませたことにより，文字式による表現ができるよう

になった。 

・集団で思考する場面において考えの比較・検討を十分行

うことができなかった。考える視点や，授業の中で考え

ることに充てる時間をさらに吟味する必要がある。 

 【英語】 第１学年 

【調査結果の分析】 
疑問詞で始まる疑問文の正答
率は56％であり，疑問詞の後
の語順が理解できていない。 

【調査結果からの課題】 
疑問詞で始まる疑問文を適
切に作らせる指導が不十分
である。 

 

【授業改善のポイント】 
①指導方法の工夫 
ア 文構造を意識させるための指導(カードを使用) 
イ 基本文型のドリル学習とコミュニケーション活動
の指導 

ウ 定着確認のための基本文を書く指導（音読筆写） 
②教材の工夫（文構造を意識した指導） 
 
 
 
 
 
 
③家庭学習の工夫 

・How many～の質問に対する自分の答えを英語でノートに
書き，次時で発表をする。 

  ・基本文のノート練習（文構造がわかるようにモデル文を
示す。） 

④評価の工夫 
 ・活動時に，数名選んでHow many～が表現できているか

評価する。（行動観察） 
・本時の最後に，基本文を使って一つ英作文させる。 

（１）単元について 

① 単元名 Unit 5 ピクニックへ行こう！ 

② 単元の目標  How many~?の文と応答の形・意味・

用法を理解し表現できる。 

 

（２）授業の様子 

①生徒が，ペアやグループ学習をとおしてHow many～
を使った活動を意欲的に取り組んでいた。 

②生徒が自主的に辞書を使って単語の意味を調べていた。 

 

（３）検証 

   本単元の最後に評価問題(How manyを使った文の並べ

替え)を実施した所，正答率が７１％であった。しかし，

スペル間違いが多く，丁寧に英語を書き写すことができな

い生徒がいることが分かった。 

 

（４）成果と課題 

・既習事項と比較しての文構造の提示が分かりやすかった

ため，生徒はHow many～を使って表現できていた。 

・言語材料定着のために，毎時間，授業の最初にペアで会

話表現シートを使って練習させているので，生徒が徐々

にシートを見ないで表現したり，自分の言葉で表現した

りするようになってきた。 

・「英語を書くこと」の指導の工夫を考えていく必要があ

る。 

・個の理解を把握するために，１時間の中の評価方法をさ

らに具体的に考えておく必要がある。 

 

 

 

 

 

▼文字式で表現するまでの段階的な取組み 

How many  pens do  you  have ? 
  ①    ②        ③ 
 

I   have  three  pens.
      ③  ④   ② 

 ▲ペアで会話表現シートを使って練習 

相手に自分の

気持ちが伝わ

るように！ 


