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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 

 

 

 

②研究のねらい 

 平成２０年度全国学力・学習状況調査及び平成２０年

度広島県「基礎・基本」定着状況調査の結果から，国語

・数学・英語の３教科とも思考力・表現力を問う問題に

おいて，他の問題よりも正答率が低く，無答率が高いと

いうことがわかった。また，３中学校はこれまで思考力

や表現力の育成をめざした研究に取り組んでおり，研究

の蓄積があった。このようなことから，研究主題を「生

徒の思考力・表現力の育成」と設定し，研究を進めるこ

ととした。 

（２）研究組織・体制（省略） 

（３）研究内容 

「アクションリサーチによるＲＰＤＣサイクルの確立」 

①調査結果の分析と課題把握（Ｒｅｓｅａｒｃｈ） 

ア 全国学力・学習状況調査，「基礎・基本」定着状

況調査，世羅町標準学力調査（全学年）等の調査の

結果を分析し，課題となる問題を把握する。 

②課題の共有と焦点化した取組（Ｐｌａｎ） 

ア 地域共通様式の分析シートを利用し，教科・領

域別の課題に対応した指導改善案を作成する。 

イ 教科協議会で，各校の学力調査の分析に基づく

課題を共有し，焦点化して取り組む。 

主たる課題となる力（つけたい力）  

○国語「文章の内容や表現の仕方をとらえ，自分の考え

を明確に説明すること」 

○数学「事象を数学的に解釈し，論理的に説明すること」 

○英語「つながりのある，まとまった正しい文を書くこと」 

ウ 各教科の領域や単元を貫く，課題克服のための指導

改善のポイントを設定する。 

主なつけたい力を育てるための手立て 

○国語〔ワークシートの工夫〕 

・作品の「表現の仕方の特徴」について，「書く活動」

を通して自分の考えを整理することができるワーク

シートの工夫をすること。 

 

○数学〔説明する活動の日常化〕 

・数学的に説明する力を育てる事に重点を置き，表現

力が必要な３場面とその仕方の話形をカードに示し

て日常的に授業で説明させること。 

 

○英語〔マッピングとチェックシートの活用〕 

・書く力の育成のために，①個人思考における「マッ

ピング」②集団思考における「チェックシート」の

有効性について研究し，実践を重ねて改善し共有し

ていくこと。  

③授業後の協議会での改善の方向づけと共有化（Ｄｏ） 

ア 研究授業後の協議会での協議の柱は，３教科とも

「本授業は課題となる力を克服するために有効で

あったか」とし，ぶれない協議をする。 

イ 指導方法の工夫の蓄積と継続を意識し，協議会での

課題を生かした授業改善を次の授業者が行うなど，ス

パイラルアップしていく。 

ウ 指導方法・技術の共有を研究授業・協議会，町内ネ

ットワーク利用で積極的に行う。 

エ 学習指導案を全員で作成し，検討する取組。 

④検証方法・評価の工夫（Ｃｈｅｃｋ） 

ア 課題となる力・領域の授業改善・その効果測定のた

め，検証単元をそれぞれ設定する。 

イ 「事前調査問題（プレテスト）」「授業での学習課

題」「評価問題（ポストテスト）」を研究授業前に作成

し，比較検証できるようにする。 

ウ 年間の取組の効果測定のための「調査問題」は，国・県

の学力調査と比較検討ができるように類似した問題を作成

し，１月に実施・検証する。 

 

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課題となる問題を把握し，焦点化して授業改善した内容の学 

力の定着は顕著であり，アクションリサーチＲＰＤＣサイク 

ルによる授業改善が確立しつつある。 

○国語では，「基礎・基本」 

定着状況調査の「書くこ 

と」の問題の通過率が， 

昨年の81.9％から今年は 

90.3％に増加している。 

(図１) 

○数学では，「基礎・基本」 

定着状況調査で，考えが正 

しくない理由を数学的に説 

明する問題の通過率が82.4％で，昨年と 

比較して9.3％増加した。県平均と比較しても10.8％ 

上回り，数学的な説明を重点づけて指導した成果と 

なっている。 

○英語では，「つながりある，まとまった文章を書く」 

問題の通過率が71.3％と昨年より減少したものの，県 

平均61.4％と比べると10ポイント近く上回っている。 

②生徒意識調査では，現３年生 

の「自分とちがう意見を受 

け入れながら，自分の考え 

を話す」の肯定的な回答は，  

１年時の56.3%（H21.9月） 

から78.3%（H23.9月）と増 

加し，集団思考場面での指 

導の効果があったといえる。 

(図２) 

③手立てを各教科とも３つ設定し， 

問題解決的な学習の学習過程に位置付けた授業モデルを作成

した。全員が授業改善の中心となる「手立て」について共通

認識を持ち研究を進めることができた。 

（２）課題 

①１年目からの課題である，学習意欲の向上や無答率の減少に

ついて改善傾向にあるが，個に焦点を当てた取組が不十分で

ある。 

②中学校の他教科，小学校へ研究の成果を普及・発信すること

が不十分である。 

（３）今後の改善方策等 

 ①個に焦点を当てた分析を深め，学力低位層への手立てを 

改善していき，学習意欲の向上と無答率の減少に取組む。 

②３年間の研究の成果を生かすためにも，４年目以降の目指す

姿（生徒・教師）の共有化を図り，組織的な取組みを継続す

ることが必要である。また，各中学校，教育委員会のＨＰへ

取組みを掲載し発信に努める。 

生徒の思考力・表現力の育成 

  ～問題解決的な学習の充実を通して～ 

図図図図１１１１    

図図図図２２２２    



３３３３    実践事例実践事例実践事例実践事例 

【国語】 

（１）指導改善のポイント 

  ①つけたい力 

文学作品において，登場人物の心情を把握し，自分

のことばでまとめ表現する力 

設問の意図を理解したうえで，必要な条件に従って

自分の考えを明確に伝わるように書く力 

②つけたい力を育てるための手立て 

ア 意欲を持ち取組むことのできる学習活動 課題設定  

○生徒の実態を的確に把握し，生徒実態にあった課

題を設定し発問を構成していく。 

○設定された課題を常に意識しながら，課題解決に

向けて発問の工夫を行う。 

イ ワークシートの工夫 表現 

○登場人物の心情と自分の考えや理解の変化がとら

えられるような記述ができるものとし，構造的で

全体が俯瞰できるものとする。 

○適切な分量を提示し書くポイントを明確にして書

かせる。 

○書くことが苦手な生徒への支援として，フレーム

ワークとなる表現形式を示す。 

ウ 話し合う活動・交流 個人思考・集団思考  

○ねらいに迫らせるために，考えを拡大・焦点化さ

せたり，考えをより確かなものにするために思考

をゆさぶるような補助発問を用意し考えさせる。 

○個人思考の時間を確保して，自分なりの考えを持

たせてから集団思考の活動をさせる。 

○話し合いや交流の場面では，言語技術を活用した

発言をさせ，練り合いの流れを作る。 

 

（２）授業実践事例 第２学年：人間のきずな「字のないはがき」 

①本時の目標 

父の末の妹に対する心情を読み取る。 

②観点別評価規準 

父の末の妹に対する心情を読み取っている。（読む能力） 

③本時の学習展開 

１ 前時の学習内容を想起させ，既習事項の確認をする。 

○どうして末の妹は疎開先から帰ってくることになっ

たのでしょう。 

２ 本時の課題を確認する。 

■課題設定 

「父の末の妹に対する心情を読み取ろう。」 

３ 末の妹を抱きしめ泣いた時の父の心情を考え，交流する。 

■個人思考 

○父はどんな様子でいましたか。父の感情が一番高くなって 

いるところを見つけ，父の気持ちを考えましょう。 

＊本文の記述を根拠として，父の気持ちを考えてワーク 

シートに書き込む。 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

■集団思考 

○書いたことをもとに意見を交流し話し合いましょう。 

＊ワークシートにまとめた内容をもとに，それぞれの意見 

を，理由と根拠を明らかにしながら発表し，話し合いをす 

る。 

○普段の父親の姿からは想像できない行動ですが，どうした 

のでしょうか。 

 
 
 
 

４ 学習のまとめと自己評価をする。 

■まとめ 

○今日の学習を振り返って，父の様子を見ていた邦子は，ど 

んなことを思ったでしょうか。百字程度でまとめましょう。 

 
（３）検証 

「基礎・基本」定着状況調査における「書くこと」「読む

こと」の通過率の推移（数値は％） 

○「書くこと」 

 平成21年 平成22年 平成23年 

世羅町 ８１．６ ８１．９ ９０．３ 

広島県 ７２．３ ７６．９ ７９．５ 

差 ９．３ ５．０ １０．８ 

 

○「読むこと」 

 平成21年 平成22年 平成23年 

世羅町 ７２．２ ７２．１ ６２．５ 

広島県 ７１．０ ７２．４ ５９．１ 

差 １．８ －０．３ ３．４ 

 

平成２３年度「基礎・基本」定着状況調査の領域別結

果を県平均と比較すると，「書くこと」は１０．８ポイ

ント，「読むこと」についても３．４ポイント高くなってい

る。また，平成２３年度標準学力調査３年生の観点別全

国平均と比較しても，「書く能力」は６．２ポイント，

「読む能力」は２．８ポイント高くなっていた。 

 

（４）成果と課題 

○「基礎・基本」定着状況調査及び標準学力調査の３年間

の通過率や正答率の数値推移から，つけたい力を育成す

るために，問題解決的な学習の学習過程に合わせて，課

題設定，表現，個人思考・集団思考を具体的な手立てと

して位置づけた指導の成果が表れている。 

○登場人物の心情を把握するために，学習活動の範囲ごと

に音読させ，登場人物の心情にあたる表現に線を引く指

導を繰り返し行い，文章中の表現に着目させた。このこ

とは，ワークシートに本文の記述を根拠として書かせる

指導にも有効であった。 

●「読む能力」は向上しつつあるが，平成２３年度「基礎

・基本」定着状況調査の設問３（３）「登場人物の心情の

把握」は通過率が２５．０％であった。引き続き文学作

品において，登場人物の心情を把握させるために，ワー

クシートの工夫や個人思考・集団思考を充実させ，表現

の仕方や文章の特徴に注意して読む指導を継続する必要

がある。 

つけたい力を育てるための

手立て ア【課題設定】 

つけたい力を育てるための

手立て イ【表現】 

つけたい力を育てるための手立て 

ウ【個人思考・集団思考】 



【数学】 

（１）指導改善のポイント 

①つけたい力 

事象を数学的に解釈し，論理的に説明する力 

②つけたい力を育てるための手立て 

ア 説明する活動の日常化  表現 

○「表現力が必要な３場面」を日常の授業で設定する。 

①性質など，見いだした物を表す場面 

   ②根拠をもとに，解き方を説明する場面 

   ③既習事項を活用し，手順を説明する場面 

○それぞれの場面に対応した「基本的な話形」を表した

フラッシュカードを提示して，簡単な話形に従って説

明させるようにする。 

 

 

 

○ワークシートに「基本的な話形」を示し，書く活動とし

て適当な言葉を記入させる。 

○ペアで説明する場を設定し，１時間に１回は全員が説明

をする機会を設ける。 

○音声で説明をさせるだけでなく，説明を板書させたり，

生徒の説明どおり指導者が板書したりすることで，視覚

的にも説明の仕方や用語などを細かく見返すことができ

るようにする。 

○数学での表現方法を意識させて，ワークシート，ノート

に書かせる。 

・言葉 または 言葉の式，図，式，グラフ，表 

イ 意欲を持ち取組むことができる学習活動  課題設定 

○基礎的・基本的な知識・技能を活用すると，日常生活に

ある数学的な課題が解決できるという，数学の有用感を

持たせる課題の設定をする。 

○多様な考え方が引き出されるような課題を設定する。 

○具体物での操作的な活動やワークシートへの書く活動に

より，生徒が主体的に活動することができる課題を設定

する。 

ウ 話し合う活動・交流  個人思考・集団思考 

○個人思考の前には，考えるためのもととなる基礎的・

基本的な知識や考え方を確認し，考え方やわかりやす

い説明の仕方の例を，指導者が整理していくつか示す。 

○ワークシートまたはノートに発言する考え等の内容を

記述させる。（空欄・図への書き込み） 

○互いに考えの過程や根拠などを数学的に表現する（伝

え合う）なかで高め合わせる。 

・「似た考えはないか」，「異なる考えはないか」など発

問する。 

○他人の多様な考えが概観できたり，他人の考えと自分

の考えを比較して考え直したりするために黒板に並列

的に板書をさせて視覚的に捉えられるようにする。 

 

（２）授業実践事例 第１学年：「文字の式」 

①本時の目標 

事象からわかる事柄の関係を，文字式を用いて表

し，また文字式からその意味を解釈する。 

②観点別評価規準  

○数量や計算法則を，言葉の式や文字を使って表すこ

とができる。(数学的な表現・処理) 

○文字式が書かれているとき，それがどのような数量

を表しているかを考えることができる。 

(数学的な見方や考え方） 

③本時の学習展開 

１ 前時の復習をする。 

○ペアで音声計算 ○文字式の表し方の復習 

２ 問題場面を提示し，本時の課題を把握する。 

■課題設定 

「長方形 ４枚を組合わせてでき 

る形の長さや面積を文字式に表し 

てみよう」 

３ 見い出した文字式を「結論」と「根拠」を明確にしながら説明する。  

■個人思考 

○付箋を用いた長方形で図形をつくり，文字式で 

 表す。 

○見いだした文字式を，図を根拠として説明する。 

「○○の長さは○○を○○した長さだから，○○ 

の式になる。」と文字式をつくる過程がわかるよう 

な表現を意識させて書く。 

 

 

■集団思考 

○個人で考えたことをペア・グループで交流する。 

○確認したあと，全体に１つ説明の方法を考えて発表 

する。 

 

 

 

 

 

 

４ 文字式が何を表しているかを分析してみよう。 

○作成した文字式を分解して，読み取る。 

５ 学習を振り返り，まとめる。 

   ■まとめ 

○根拠として，図形の特徴を用いて説明したことを確 

認する。 

 

（３）検証 

「基礎・基本」定着状況調査における「数量関係」(H23

から関数」に変更)の通過率の推移（数値は％） 

「基礎・基本」定着状況調査では，３年間の通過率

は７０％を超え，県平均を上回っている。しかし，広

島県平均通過率のような伸びは見られない。 

 

（４）成果と課題 

○日常の授業や評価問題の生徒の記述から，説明する力

は質的に向上してきている。「思考力・表現力」を育成

するためには問題解決的な学習の学習過程に合わせ，

課題設定，表現，個人思考・集団思考を具体的な手立

てとして位置づけたことは有効であると考えられる。 

 ○表現力が必要な３場面を設定し，話型に従って説明させ 

ることは，説明する力を育てるために有効であった。 

 ●３年生標準学力調査「数学的な見方や考え方」の観点の 

結果は，全国平均と比較すると０．２ポイント低かった。 

「思考力・表現力」の向上が学力調査の結果に表れてい 

ないことが課題である。 

 平成21年 平成22年 平成23年 

世羅町 ７０．９ ７４．６ ７３．２ 

広島県 ６３．８ ６８．５ ７２．２ 

差 ７．１ ６．１   １．０ 

つけたい力を育て

るための手立て 

イ【課題設定】 

つけたい力を育てる

ための手立て 

ア【表現】 

つけたい力を育て

るための手立て 

ウ【個人思考・ 

集団思考】 



 

つけたい力を育てるための

手立て  ア【表現】 

【英語】 

（１）指導改善のポイント 

①つけたい力 

つながりのある，まとまった正しい文を書く力 

②つけたい力を育てるための手立て 

ア マッピングとチェックシートの活用 表現 

○マッピング・・・個人思考する際の手立てとして

活用する。 

・情報を書き出す（思いつくままに単語だけでもよ

い）→情報を精選する→日本文に直す→つながり

を考えて英文にする 

○チェックシート・・・個人で作った文を改善する

際の手立てとして活用する。 

・チェックシートのチェック項目を個人でチェック

しながら推敲する。 

・チェック項目は，文法面（本時で習得させたい語

法や語彙はただしいか等）・文章構成面（つなぎ

言葉を使っているか，順序はよいか等）・内容面

（読み手にわかりやすい文にするために，加えた

り代えたりする文はあるか等）について生徒の実

態や本時のねらいに応じて設定する。 

イ 意欲を持って取組むことができる学習活動  課題設定 

    ○身近な場面における出来事や体験したことなど，

生徒が自分の考えや気持ちを意欲的に書こうとす

る場面を考え，課題設定する。（活動に具体性と自

己関連性をもたせる） 

    ○活動の自由度を高め，書きたい意欲を満足させる

ような課題設定をする。 

ウ 話し合う活動・交流  個人思考・集団思考 

    ○個人思考を充実させ，全員が表現したことを基に，

集団思考ができるよう，英語教師やＡＬＴがモデ

ル文を提示したり，マッピングを活用したりする。 

    ○小集団活動は，活発な交流ができるよう３人また

は４人の少人数で行う。 

    ○全体思考場面では，小集団で交流し改善された英

文を紹介し，さらに生徒の思考を深めていく。 

○発表に対して適宜評価を行い，自信をもたせる場

を設定する。 

 

（２）授業実践事例    第３学年：Working as a Volunteer 

  ①本時の目標 

S＋V(make)＋O＋Cを用いて，正しい語順で場面に合

った文章を書くことができる。 

  ②観点別評価規準 

◎S＋V(make)＋O＋Cの英文を正しい語順で適切に書く

ことができる。（表現の能力） 

○言語活動において，学んだ表現を積極的に使おうと

している。（コミュニケーションへの関心・意欲・

態度） 

  ③本時の学習展開 

 １ Warm-up（既習英文の定着） 

○既習英文を音読させる。 

 ２ 本時の課題を確認する。 

■課題設定 

「makeを用いて自分で設定した場面に合った文章を作ろ 

う。」 

 ３ 既習事項の確認 

○特に文のきまりや語順に注意させる。 

   Music / makes / me / happy. 

○単語をかえて練習する。 

  ４ 自分で設定した場面について英文を作り，交流する。 

  ○教師がモデル文を提示する。 

  ■個人思考 

  ○モデル文やマッピングを参 

考にして，英文を書く。 

  ○チェックシートを活用し， 

作った英文を個人で改善す 

る。 

  ■集団思考 

○グループで交流し，チェッ 

クシートを活用し改善する。 

○全体交流を図り，他者の英 

文から学びさらに思考を深 

める。 

 ５ 学習のまとめと自己評価をする。 

■まとめ 

○makeがどんな場面で使えるか確認する。 

（Today’s sentence : makeを使った文 

を１文書く） 

 

（３）検証 

  「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（数値は％） 

○「書くこと」  

 平成21年 平成22年 平成23年 

世羅町 ７３．５ ７８．３ ６９．９ 

広島県 ５６．２ ５５．３ ６２．４ 

差 １７．３ ２３．０   ７．５ 

年度によってポイントの差はあるものの，「書くこと」に 

おいて３年間県平均を上回っている。また，平成２３年度 

標準学力調査３年生の観点別全国平均と比較しても， 

「書く能力」は１５．７ポイント高くなっていた。 

 

（４）成果と課題 

○「基礎・基本」定着状況調査及び標準学力調査の結果

から，「思考力・表現力」を育成するためには問題解決

的な学習の学習過程に合わせて，課題設定，表現，個

人思考・集団思考を具体的な手立てとして位置付けた

ことは有効であったといえる。 

○マッピングの活用により，書く内容を整理し，つなが

りを考えて英文を書くことができるようになった。ま

た，チェックシートの活用により，正しい英文を書く

力を高めることができた。 

●「書く力」は向上しつつあるが，各種学力調査の準正

答や誤答の傾向から，文構造を理解して正しく書く力

がまだ不十分である。引き続き，つけたい力を育成す

るために，３つの手立てを授業の学習過程に位置づけ，

繰り返し指導していくことが必要である。 

つけたい力を育て

るための手立て 

イ【課題設定】 

つけたい力を

育てるための

手立て 

ウ【個人思考

・集団思考】 


