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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 

思考力・表現力の育成 

～自分のことばで語る場面の設定を通して～ 

② 仮説 

自分のことばで語る場面を意図的に設定し，互いの

考えを深めさせる授業を仕組めば，生徒の思考力・表

現力を育成することができるであろう。 

③ 研究のねらい 
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図1・２は，Ｈ21・Ｈ22の学力調査の結果をグラフ

にしたものである。このグラフからは，基礎的・基本

的内容の定着が不十分であること，活用力が弱いこと

が判る。 

生徒に「確かな学力」を育むためには，基礎的・基

本的内容を確実に身に付けさせ，それぞれの教科の知

識・技能を活用して解決できる力を身に付けさせるこ

とが重要となる。また，思考力・判断力・表現力の基

盤となる力は，言語に関する能力である。 

そこで，基礎的・基本的内容の習得と根拠を明確に

した表現力の育成を主軸においた授業改善が必要であ

ると考え，本年度の研究主題と副題を設定した。 

（２）研究組織・体制   平成２３年度から 

○研究構成教科…国語 数学 英語 社会 理科 

（３）研究内容 

３年目となる本年度は，研究のまとめと他教科への拡が

りを柱に取り組んだ。 

〈授業改善のポイント〉 

 ① 授業モデルの共有化 

（課題設定→個人思考→練り合い   

→まとめ→振り返り） 

② 小集団（ペア・グループ）に    

よる話し合い・練り合いの充実と質の向上 

③ 振り返りの定着と内容の充実 

・学習意欲へつながる振り返りの工夫をめざす 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈学習指導案の改革〉 

① 一人一人に目を向けた学習指導案づくり 

・実態把握．レディネステスト等の個々の分析 

・生徒のつまずきからの学習指導案作成と授業づくり 

・指導系統，段階に即した指導を目指した授業 

・ＰＤＣＡサイクルに基づく授業改善 

〈検証方法〉 

県内研究推進地域，推進校共通の中学校生徒質問紙調査

（４件法）のうち，思考力，表現力を見取る項目による，   

プレ（５月実施）・ポスト（９月実施）・フォロー（平成

24年１月実施）の数値変化の見取りによって検証する。 

 

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    

〈検証結果〉 
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（１）成果 

① 基礎・基本の知識・技能の力が伸びてきた。（図４参照） 

②「自分で語る場面設置」により，適切な根拠を挙げる力

が高まった。（図５参照） 

（２）課題 

① 理由を考える習慣が定着していない。 

② 話合いでは,意見の交流に終わる傾向が強い。 

（３）今後の改善方策等 

   ① 理由を重視した発問やワークシートを作成し，どの教科で

も重点課題として授業改善に取り組んでいく。 

② 充実した「練り合い」にするために，ワークシート

や発問の工夫，話し合いの視点を明確にしていく。 

③ 学習意欲を高めるために，本時や単元目標の到達度

を自己で確認できるような振り返りの工夫を行う。 

 

 

学習班での話し合い場面 

（国語）振り返りシート例 

図３ 授業モデル構想図 
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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 

平成22年度「基礎・基本」定着状況調査  

                          平成23年度４月実施 

 平成23年４月 

本推進地域平均 

平成22年 

広島県平均 

全体の通過率 77.4 77.4 

５記述２ 適切な理由 69.2 60.8 

① 出題の趣旨    

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かどうかを確認する。    

② 誤答分析 

○ 解答類型９（左記以外）について（24.9%） 

・立場だけを述べている。 

・一方の内容にのみについて記述しており，比較した記

述になっていない。 

・表現の仕方に注目せず，書き手の活動への姿勢を比較

しているなど問題に即した比較の視点になっていない。 

○ 無解答（5.9％）生徒の理由 

・書く時間が無かった。考えることが苦手だから。 

・長文を読むことが苦手だから。 

・書き方がよくわからないから。 

（２）調査結果からの課題 

① 課題となる力 

・文章の表現上の特徴をつかみ，文章を読み比べて読む

力 

・効果的な根拠を書く力 

・文章を基に自分で考える力 

② 指導上の課題 

・課題に対して，一つの情報のみで判断するのではなく，

複数の情報を吟味しながら自分の考えをまとめるなど，

様々な角度から情報を活用する力を育てる指導 

・説得力のある意見や考えにするために，その理由や根

拠を明確にして書いたり話したりする力を育てる指導 

・文章の構成や展開，表現の仕方について「自分の考え

をまとめる」際に「根拠を明確に」することを重視す

る指導 

（３）学年 ３学年 

（４）単元の紹介 

 ① 単元名 状況に生きる「挨拶 原爆の写真に寄せて」 

② 本時の目標 

・「午前八時十五分は毎朝やってくる」「やすらかに美し

く油断していた」というキーセンテンスを中心に，作

品に込められた思いを考える。 

③ 学習の展開 

○ 作者の作品に込められた思いを最後の段落を中心に

考える。（個人・グループ・全体思考） 

・前時で作ったマッピングを活用し，作者の作品に込め

られた思いを各自ワークシートに記入する。 

・教材以外の詩や関連資料を，自分たちの意見の根拠に

活用させる。 

・話し合いのルールや役割分担の確認。 

・他の意見と自分たちの意見を比較させ，内容を深めさ

せる。 

○ 主題の再考 

・詩の語句や表現に込められた意味を注意深く読み，作

者の主張を理解し自分が立てた主題を検証させる。 

（５）授業改善のポイント 

① 授業モデルの活用 （前ページ研究内容掲載） 

② 学習指導案の改善 

・目標に関する事前のレディネス調査や生徒の到達度と

課題の把握 

・小学校からの単元の系統性の把握 

・課題のある生徒への手立て 

・無解答の生徒への理由の調査 

・ねらいと振り返りの整合性 

③ 評価問題（平成22年度「基礎・基本」定着状況調

査）による見取り。 

④ 指導の工夫 

・「複数の情報を吟味しながら，他の詩や資料の情報を活

用して，詩の主題をつかませる」ことを指導ポイント

とし，次の指導を行う。 

・表現の仕方に注目しながら，他の詩や資料の情報を活

用して，詩の主題をつかませる。 

・問題解決学習の流れを活用する。 

・マッピングをさせて主題に迫らせる。 

（６）授業の様子  

・詩を創るきっかけとなった写真や当時の記事，校外学習

で平和公園を訪れた時の写真等をプロジェクターで映し，

様々な情報を活用しながら，作品の世界や主題の読み取

りを進めた。 

・本教材の主題仮説（予想）の分類結果を本時の学習に生

かしていた。 

・前時に作ったマッピングを活用しながら各自が個人思考

を深めることができた。また，グループ活動が定着して

おり，生徒たちは積極的に意見を交流していた。 

 

 

 

 

 

    

（７）検証 

平成23年２学期中間テスト 「挨拶」の問題 自分の意

見を詩中の表現を提示し，その根拠を述べる問題で検証を

行った。事前通過率 69.2％ 

事後通過率 83.3％（準正答率を含む） 

通過率は 14.1ポイント上昇した。    

（８）成果と課題 

・資料やワークシートを本時だけではなく単元を通して活

用できるものにすることで，生徒に学習の見通しを持た

せ，意欲的に学習させることができた。また，教室の掲

示物によってこれまでの学びを生徒が振り返ることがで

き，読み取りのアシストができた。 

・学習指導案に個への手だてが明確に示してあり，授業の

中でも支援する指導者と思考を深める生徒の姿を見るこ

とができた。 

・生徒があげた根拠が本当に適切なものであるかを吟味し

合う活動が十分ではなかった。 

・本時のねらいと到達の姿や評価基準のＡＢＣが生徒自身

にわかるように示していく工夫が要る。 

グループでの話し合い場面 班の意見発表場面 



【数学】 

（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 ７(2) 

 

６月実施 

 

① 出題の趣旨 

比例のグラフを考察し，二つのグラフを関連付けて考

えることができる。 

 ② 学習指導要領の内容・領域 

第１学年 Ｃ 関数 

(1) 具体的な事象の中から二つの数量を取り出し，そ

れらの変化や対応を調べることを通して，比例，反

比例の関係についての理解を深めるとともに，関数

関係を見いだし表現し考察する能力を培う。 

 オ 比例，反比例を用いて具体的な事象をとらえ説明

すること。 

③ 誤答分析 

○ 12分後と解答している。(12.5%) 

・グラフの相互の関係が理解できていない。 

○ １分後，または２分後，４分後，６分後と解答して

いる。(12.5%)  

・グラフから読み取りができておらず，比例の関係や性

質を利用して求められていない。 

 

（２）調査結果からの課題 

① 課題となる力 

・事象をグラフに表したり，グラフを事象に即して解釈

したりすることができる力。 

・二つのグラフの相互関係を読み取る力。 

② 指導上の課題 

・日常的な事象を取り上げて，関数関係を表やグラフに

表したり，表やグラフの特徴を事象に即して考察した

りして数量関係をとらえることが十分とは言えない。 

 ・表やグラフを利用して，問題場面にある二つの数量

の関係をとらえさせる場が不十分である。 

 

（３）学年  第１学年 

      

（４）単元の紹介 

① 単元名  「比例と反比例」 

② 本時の目標 

・身近な事象の中から関数関係にあるものに着目し，グ

ラフを読み取ることから問題を解決し，問題解決の方

法を説明できる。 

③ 学習の展開 

 

（５）授業改善のポイント 

① 指導内容・方法の工夫 

・日常的な事象を取り上げ，データから二つの数量を表や

グラフで提示し，二つの数量の関係を考察させる。 

・問題解決のために数学を活用する場面を設定する。 

・視点を与え，小グループで解決の方法を考察させるとと

もに，全体へ説明させることで，その解決の方法を共有

させる。 

② 本単元に関する実態調査 

・レディネステストにより単元における子どもの学習の

定着状況を把握する。 

③ 支援が必用な生徒への手立て 

・個々の生徒に応じて手立てを用意し，学習指導案に明

記する。 

目盛りを書いたグラフ用紙を与えて10分後までのグラ

フをかかせる。対応表，グラフを用意しておく。 

途中で，考え方が見いだせている生徒に考え方だけを

紹介させる。 

自分の考えがもてない生徒へは，表に数値を入れるか，

グラフをかいてみるよう助言する。 

 

（６）授業の様子（生徒の「振り返りカード」から） 

・普段発表せず，数学に苦手意識をもっている生徒が，

『よく分かった。問題が解けた。説明できた。』と喜び

を表した。また，別の生徒は『解き方を分かりやすく

説明するには表やグラフを使えばよいことが分かっ

た。』と書いている。 

 

（７）検証 

期末テストに平成23年度「基礎・基本」定着状況調査問

題７を出題し，検証を行った。 

正答率は70.0％であった。（府中明郷中２年生平均通過率60.0%） 

   

（８）成果と課題 

・レディネステストから支援が必要な生徒を把握し，個

に応じた課題解決の準備をしたことで，生徒全員が意

欲的に課題に取り組むことができた。 

・視点を与え，小グループで解決の方法を考察させるこ

とにより，活発に意見交換する姿が見られ，数学に苦

手意識持っている生徒の多くが「既習内容の理解を深

めることができた。」との感想を述べている。 

・本時の到達（達成）を見取ることが困難であった。見

取るためのワークシートの工夫が必要である。 

 本推進地域 広島県 

平均通過率 64.4% 58.0% 



【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６４ 

① 出題の趣旨 

助動詞について知識があり，会話文を組み立てるこ

とができるかどうかを調査する。 

② 学習指導要領の内容・領域 

(3)言語材料 エ 文法事項（ア）文 d 

疑問文のうち，助動詞で始まるもの，orを含むもの

及び疑問詞で始まるもの 

《言語や文化についての知識･理解》     

③ 誤答分析 

・What (does) Takuya and Masaru play on Sunday ?

主語がTakuya１人の場合はdoesでよいわけであり，

does Takuyaというつながりがある程度定着している

と考えられる。(25.0%) 

・What (is) Takuya and Masaru play on Sunday ? 

 一般動詞playがあることや，主語が複数であることを

認識できていない。(25.0%) 

  

（２） 調査結果からの課題 

① 課題となる力 

・be動詞と一般動詞の違いがわかり，それぞれの疑問文

の形を理解する力。 

・疑問詞を含む疑問文を作る力。 

・主語の人称や数を判断する力。 

② 指導上の課題 

・一般動詞とbe動詞を１つの文で同時に使わないことを

定着させていない。 

・主語がTakuya and Masaruなどのような２人以上の場

合の例文を，提示する機会が少ない。 

  

（３）学年 第１学年 

  

（４）単元の紹介 

① 単元名 Program 5 「由紀，シアトルに行く」  

② 単元の目標 

ア コミュニケーションへの関心・意欲・態度 

・英語を使って積極的に友達と会話活動に取り組む。 

・新出語句や本文を声に出して発音したり，内容を把握

しながら読もうとする。 

イ 表現の能力 

・命令文を用いて，相手にしてほしいこと，してほしく

ないことを伝える。 

・whichやwhereを用いて英語で尋ねたり答えたりする。 

ウ 理解の能力 

・友達や先生,CDの英語を聴いて，その内容を理解する。

・教科書の本文やワークシートの英語を読んで，その内    

容を理解する。 

エ 言語や文化についての知識・理解 

・新出語句や命令文，whichやwhereで始まる疑問文の

しくみや働きを知る。  

③ 単元の展開（指導計画 一部抜粋） 

次 内   容 

1 Program 5-1の新出語句や本文を音読し内容を理解する。 

2 命令文を使って，してほしいこと・してほしくないことを伝える。 

6 疑問詞where使って物や人の場所を尋ねたり答えたりする。 

9 学習した構文を使って会話をしたり，書いたりする。 

（５）授業改善のポイント 

① 指導方法の工夫 

・be動詞と一般動詞を対比させ，文を作るときの違いを

理解させる。 

・主語がTakuya and Masaruなどのような２人以上の場

合の例文をたくさん提示する。 

② 教材の工夫 

・areとdoが対比されるようなペアワークシートを作成し，

既習事項を復習することができるようにする。 

A B 

Are you a soccer fan ? Yes, I am. / No, I’m not. 

Are you and Mike friends ? Yes, we are. 

Do you like English ? Yes, I do. 

・疑問詞で始まる文の作り方を理解するために，肯定文

から順序立てて理解していくワークシートを使用する。 

③ 評価の工夫 

・授業の目標に沿った｢文章による｣振り返りと，１時間の

授業で見取る評価問題(ためし)を毎時間実施する。これ

により，生徒のつまずきや理解度を把握する。 

・評価問題を正しく答えるために，集中して授業に取り組

むようになった生徒もいる。 

 

（６）授業の様子 

・Where (is) your sister ?やWhere (are) Tom and 

Mike ?など( )内にbe動詞を入れる思考場面の時，主語

が複数のときareを入れる生徒が増えた。 

・Are you …?で聞かれたらYes, I am. で答え，Do you 

…? で聞かれたらYes, I do.で答えるというふうに反射的

に反応することができるようになった。 

・世界地図を見ながら，Where is France ?など国の位置

を尋ねながら積極的に活動する姿が見られた。 

（７）検証 

授業の１ヶ月後に，次の検証問題を行った。 

① Where (  ) my bag ? 

② Where (  ) Takeshi and Momoko ? 

  どちらもam, are, isの中から選ぶ形式で問題を解かせ

た結果，正答率は ①100％ ②62.5％であり，②の誤

答はすべて is であった。 

（８）成果と課題 

① 成果 

・文章による振り返りは，生徒の理解度を把握するのに

有効であり，また評価問題は，生徒のつまずきをつか

むことができた。 

・ペアワークシートを活用した活動は短時間で既習事項

を定着させるのに有効であり，インプットの量を増や

すことができた。 

② 課題 

・生徒はWhere is …? のように｢Whereが来たらis｣とい

う考えに陥りやすい。isかareかは後続の主語によって

変わるのであり，それをもっと定着させる指導が必要

である。 

③ 今後の方向性 

・自己表現活動やコミュニケーション活動で，主語や数

に応じて正しい文を作ることができる力を培う授業を

仕組んでいく。 


