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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 

確かな学力の向上をめざして 

～指導方法の工夫・改善を通して～ 

② 研究のねらい 

 昨年度の取組により，課題として上げていた内容に

ついては，概ね定着していると考えられる。そこで，

本年度は昨年度の取組の良さを生かし，確かな学力の

向上を目指す。 

ア 基礎的・基本的な知識や技能の習得 

繰返し学習により既習の知識や技能を習得させ，

活用の力の向上を図る。 

イ 思考力・判断力・表現力等の育成 

じっくり考え，根拠に基づいて自分の言葉で表現を

させる。 

ウ 学習意欲の向上 

家庭学習を生かす授業の工夫・改善と評価の工夫に

より，家庭学習の習慣化を図る。 

（２）研究組織・体制（省略） 

（３）研究内容 

① 授業力の向上 

「『ひろしま』学びのサイクル」「教えて考えさせる」を

生かした授業改善並びに日々 の授業で，書く活動，話す

活動を計画的に位置付け，思考力・判断力・表現力等

を育成する取組を行う。 

○ 授業研究システム 

４校同一単元の研究授業を 

連続して実施し，研究協議 

を深めることで，指導案の 

見直し，指導方法の工夫改 

善を図る。 

○ 指導教諭の授業参観をするなどして，授業のよさを

自分の授業に取り入れることで指導力の向上を図る。 

② 家庭学習の定着 

授業の中で家庭学習につながる活動を仕組んだり，

「家庭学習の手引き」などを活用したりして，具体

的な家庭学習の方法を指導するとともに，家庭と連

携し，生活習慣・学習習慣の定着を図る。 

（４）検証の指標 

 ① 学力向上に関する意識調査（５月・９月） 

 ② 評価問題・調査問題 

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 

○ 言語活動の充実を図る学習を行ったこと等により「自

分の考えと他の人の考えを比較しながら聞いている」

「なぜそうなるのか理由を考えている」「具体的な例を

挙げ順序に気を付けながら話している」という項目に

肯定的な回答をした生徒は３年間で10ポイント以上ア

ップしている。 

○ 予習・復習の方法や大切さを指導するとともに，予

習・復習を生かした授業の工夫により「自分で勉強の

計画を立てます。」と回答した生徒は14ポイントアップ

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 各教科課題を絞り込み，授業研究を「積み上げ指導」

の工夫改善を進めることにより，「授業で学んだことが

他の教科や生活の中で役に立つ」と回答した生徒が５

～10ポイント増えている。また，教材・教具や発問，

生徒の活動に対しての評価方法等授業力の向上につな

がった。 

（２）課題 

○ 平成23年度「基礎・基本」定着状況調査結果は３教

科とも平均通過率が県平均を下回った。諸調査から課

題の絞り込みをし，指導の工夫改善を行うことで課題

の克服はできたが，基礎的・基本的な知識・技能の習

得に課題がある。 

○ 「授業で学んだことが役に立つ」と答えた生徒に比

べると，「授業を楽しみにしている」と答えた生徒は15

～20ポイント低い。このことから，学習の必要性につ

いての意識は高まっているものの，学習に対する意欲

に課題がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）今後の改善方策等 

① 課題解決に向けて現在継続している取組 

  ９月より各校の特徴を生かして課題解決に向けて学

校全体での取組を進めている。 

 ア 学習環境の整備 

  ・学習規律（着ベル，授業道具，あいさつ） 

  ・教室の整備 

 イ 学習意欲の向上 

  ・補充学習の教化（繰返し学習） 

  ・個人カルテを基に弱点の補強 

 ウ 家庭学習の習慣化 

  ・３点固定（起床時間，学習時間，就寝時間） 

・３教科で毎日ノート 

② 今後の取組  

 ア 課題を絞り込み，焦点化しての積み上げ方式は継

続しつつ，明確になった成果を，他の単元・章へと

転化して活用できるようにする。 

イ 全教科で習得と活用サイクルのバランスのある授

業改善について研究を進め，学習意欲の向上を図る。 

   ウ 指導教諭の授業を参観することを継続し，さらなる授

業力の向上を図る。 
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授業研究システム研究授業(４回)４校同一単元・連続して実施（6月・11月)指導案作成
研究協議会指導案の見直し・指導方法の改善

授業研究システム



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 

【第３学年の推移】主人公の心情把握 

平成21年度 

江田島市調査問題 

平成22年度６月「基礎・基本」定着状況調査

【記述の場合】 

通過率 17.8% 平均通過率45.8%（準正答含む） 

（２）調査結果からの課題 

・「心情把握」の記述式の設問で正答率が低い。 

（３）実践及び単元の紹介 

① 教材名 第３学年「小さな手袋」 

② 単元の目標 

登場人物の会話や行動から，心情の変化を読み取る。 

③ 単元の展開（指導計画） 

時 学 習 内 容 

１ 

・１～５場面を読み，登場人物の関係や場面設定などを

とらえる。 

１ ・１～５場面それぞれの内容を要約する。 

１ 

・５・６場面でのシホの心情の変化を読み取り，文章で

表現する。 

１ 

・７～８場面の登場人物の会話や行動から，心情の変化

を読み取る。 

（４）授業改善のポイント 

① 読み取り方を教える 

<事業１年次からの継続的な取組> 

心情表現を読み取る視点を示してから読ませる。 

 

  
<事業３年次での取組> 

心情の変化を読みとるために必要な「対比すること」（共

通点と相違点）を整理させる。 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

②②②②    表現表現表現表現のののの仕方仕方仕方仕方をををを教教教教えるえるえるえる    

特徴的な表現を手がかりに，人物の心情を文章にま

とめさせる。 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

（５）生徒の変化 

① 平成22年度基礎・基本定着状況調査大問三-(3)による検証 

【Ａ生徒の変容】 

自分が悪い。(H22年度6月実施)  

   ↓ 

逃げたとしても最後にはオヤジにぶん殴られるだろう。 

↓               (H22年度2月実施） 

 自分が言い出したことだから怒られても仕方がない。   

(H23年度9月実施） 

② ４回目授業校の生徒の授業後の自己評価による検証 

  ・主人公の気持ちの変化を読み取るには，行動や表情の

変化を整理していけばよいことが分かった。 

  ・登場人物の気持ちをどうやって書けばよいのか分から

なかったが，「書くときのポイント」を使えば，やりや

すかった。次にも使っていこうと思った。  
人物の心情の変化に即した読み方でなく，恣意的な読

み方をしていた生徒が本文の記述内容を根拠にしながら

心情の変化の読み取り，表現しようとする意識の変化が

見られる。 

（６）検証 

① 自作評価問題による検証  
 

 

 

 

 

 

 

 

正答率が第１回目授業より第４回目授業の方が２ポイ

ント増え，誤答率が22.5ポイント減った。このことは目

標達成に向けての手立ての改善がおおむね有効であると

考えられる。 

② H22年度基礎・基本定着状況調査大問三-(3)による検証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月から２月にかけて20.4ポイント，さらに本年度9

月には5.4ポイント向上している。このことは，「心情の

読み取り方」を継続して教えてきたことにより，どこに

着目すれば心情が読み取れるかということが生徒に定着

してきたと思われる。 

（７）成果と課題 

○ 目標達成に向けて「読み取り方」や「書き方」をし

っかり教える手立てが有効だった。 

● 本文の記述内容を根拠にし，心情把握をしているが，

それを「～気持ち」という文に整えることができてい

ないことから，今後も読み取った心情を書かせる場合,

「書く型」を示して文章にまとめさせる取組を継続し

ていく必要がある。 

キーワードをつかむ 

ためのワークシート 

※心情表現を読み取る視点である，人物の行動描写や情

景描写，比喩表現など，表現の特徴に着目させる。 

※ワークシートを工夫し，人物の行動や様子を対照させ，心

情変化のきっかけを，叙述を根拠にして考えさせる。 

※共通点と相違点を整理させ，心情の変化をとらえるポイン

ト（キーワード）を示す。 

※作品を場面ごとに分けて，あらすじのリライトや，キーワ

ードを基に人物の心情を文章にまとめさせる活動を繰り返

し取り入れる。 

※読み取った心情やその変化を与えられた文型を基にまとめ

させる。 

心情を表現する 

ためのカード 

45.8% 

66.2%

・・それはね，『観念して』とあるように，Ｈは Ⅱ と思

ったから逃げなかったんだろうね。・・ 

(3)  Ⅱ には，Ｈの気持ちが入ります。あとの文に続くよ

うに25字以内で書きなさい。 

（％） 

71.6% 



教師の説明→理解確認課題→理解深化課題→自己評価活動 

【数学】 

（１）調査結果の分析 

平成22年度 全国学力・学習状況調査 Ｂ２(２) 

正答：23％  準正答：18％ 

誤答：30％  無解答：29％ 

・「２ｎ＋１は自然数だから」 

「６ｎ，３が３の倍数で，３の 

 倍数の和は３の倍数だから」など

 数学的な表現を用いた記述が不十

 分である。(30％) 

・正答率41％で県平均を上回って 

 いるが，その中でも記述が十分で 

ない準正答が多く見られている。（18％） 

（２）調査結果からの課題 

・「関係を文字式で表す」設問の通過率が低い。 

・数量関係を一般化させる指導が不十分である。 

・根拠を明らかにして，結論を導く指導が不十分である 

（３）単元の紹介 

① 単元名 第３学年 

「式の利用」 

② 単元の目標  

「式を利用した整数の性質を証明する」を題材に，文字

式を利用した証明の効果を実感させ，「数量の関係につい

て文字式を活用して証明する力」を育成する。 

③ 単元の展開（指導計画） 

＜ スモールステップの指導 ＞ 

次のようなスモールステップの指導を行う。 

Ａ 一般命題をいくつかの具体数を通して発見させる。 

Ｂ 事象の規則性に気付かせ，文字を用いた式を作らせる。 

Ｃ 事象について筋道を立てて考え，一般的に成り立つこ

とを文字式を用いて証明させる。 

（４）授業改善のポイント 

① 指導方法の工夫 

○ 「教えて考えさせる授業」を実践する。 

 

  

教えて  考えさせる     メタ認知 

 

の学習プロセスを踏まえ，学習目標を実現させる。 

・学習内容を確実に定

着させるため，証明

の手順カード及び数

学的用語等のキーワ

ードを提示し，見通

しをもたせるための

板書計画の工夫改善を図る。 

○ 「言語活動の充実」との関連を図る。 

・理解確認課題で習得した知識を活用 

し，理解深化課題においては，筋道を 

立てて証明できるように指導する。 

  ②教材の工夫 

○ 「証明の手順カード」や「キーワード」の提示 

・文字で表す→文字式を作る→結論の式→結 論 

や『連続する』『整数』『２乗』『差』を提示することによ

り，学習内容の見通しをもたせる。 

○ 授業とリンクした予習プリントの作成 

・授業内容に結び付いた予習プリント(家庭学習課題)を作

成し，授業で活用することを通して家庭学習が授業に役

に立つという実感をもたせる。（家庭学習習慣の定着） 

  ③評価の工夫（評価問題，調査問題も含む） 

○ 本時の授業においてのねらい(生徒に付けさせたい力)に

対する評価規準の明確化 

 

 

 

 

○ 自己評価によるメタ認知の育成 

・ 自己評価問題や授業の振り返りにより理解度を確認さ

せ，つまずきを把握することにより課題意識をもたせ課

題解決への意欲を高める。 

（５）授業の様子（生徒の変化） 

 

 

 

 

 

○ 上記のことから，証明の手順カードの提示は，生徒にと

って分かりやすかったといえる。 

○ 評価問題を授業の振り返り時に実施することで，各自の

理解度が把握できる。 

 

 

 

 

○ 上記のことから，証明の手順カードは，「文字式を利用

した証明」は「図形の証明」とは全く別のものではないか

という，違和感をもつ生徒にとっては有効である。 

（６）検証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記のグラフは，今回の対象とした３学年の授業において，

４校積み上げ方式による，１回目から４回目までの授業後各

校の評価問題の学校別通過率を示している。１回目から４回

目を比較した結果，積み上げ方式の授業改善により文字を用

いた説明についての通過率が15.1ポイント向上していること

が分かる。 

（７）成果と課題 

○ 予習プリントの習慣化 

予習プリントは授業へのつながりとして有効であり，家

庭学習の習慣化を図れた。今後も内容は「既習事項の振り

返り」「本時の学習内容の定着」「家庭学習での取組を授業

に生かすことができる」ものにする。 

○ 理解確認・理解深化課題の設定，評価問題の作成 

各校で課題を設定・作成し，効果的な「教えて考えさせ

る授業」を進めることができた。今後も課題を構築する。 

○ 教材の工夫 

「証明の手順カード」及び「キーワードの提示」のよう

に見通しや手がかりをもたせる教材は，問題を解くことや

説明することにおいて効果的であった。今後もこのような

教材を，他の単元及び他学年にも広め，活用する。さらに，

効果的な教材を開発していく。 

◇「難しかったけれど，手順どおりにすれば証明す

ることができた。」 

◇「カードをしっかり見ながらやると，よく分かっ

た。」 

◇「証明問題も繰り返せばできるようになったので

復習したい。」 

◇「文字式を利用した証明の手順が理解できた。」 

・文字式を用いることの意味が理解できる。 

・文字を用いて，式に表すことができる。 

・文字式を使って証明することができる。 

「証明手順カード」 

文字で表す 

文字式を作る 

結論の式 

結論 

１５.１ポイントＵＰ 



【英語】 

（１）調査結果の分析 

平成22年度「基礎・基本」定着状況調査９ 

「話の流れの理解」 

正  答；32.1％     誤  答；66.1％  

無解答： 1.8％ 

・文のつながりの鍵となる，副詞や代名詞（junior  

high school→there, tennis→It）が何を表してい

るのかを考えていないため，またはそれを理解して

いないための誤りが多く見られる。（66.1％） 

・語彙の不足等により，英文の内容を理解できていな

いことによる誤答も含まると考えられる。 

（２）調査結果からの課題 

・まとまりのある英文の概要を読み取る力 

・代名詞や副詞の働きについての知識 

・代名詞や副詞が何を示しているかを読み取る力 

・文の意味やつながりを正しくとらえる力 

・語彙力 

・指導が英文を日本文に訳させるだけで終わっていることが

多く，話の流れをとらえさせる活動が少ない。 

（３）単元の紹介 

① 単元名 第２学年 

NEW  HORIZON   English  Course  ２   

 Writing Plus 1  日記 

② 単元の目標  

「日記文」を題材に，文章の流れのパターンを考えさ

せ，それが最も自然なものになるように表現する力

を育成する。 

③ 単元の展開（指導計画） 

時 学 習 内 容 

１ 

・スポーツニュースにおいて，選手へのインタビュ

ー等を聞き取る。 

・日記文を読んで内容を理解する。 

１ 

・日記の英文を通して，文章の流れのパターンを考

える。 

（４）授業改善のポイント 

① 指導方法の工夫 

○ 日本文訳で終わらせず，副詞や代名詞が何を示してい

るかを考えさせる。 

○ 読むことの指導の中に，話の流れをとらえさせるため

に文と文の順序を考えさせる場面を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 英語で表現させる際に，目標の一つとして副詞や代名

詞を適切に用いて表現することを入れる。 

②教材の工夫 

○ワークシートの工夫 

   ・話の流れの鍵となる副詞や代名詞が何を示すかをメモ

させる。 

・自己表現用シートに，参考となるモデル文や話の流れ

の鍵となる語句をのせておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）授業の様子（生徒の変化） 

  ・文と文のつながりを発表する際に，副詞や代名詞の働きを

根拠にして発言することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）検証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記のグラフは，平成22年度と平成23年度「基礎・基本」

定着状況調査９「話の流れの理解」の設問及び「書くこ

と」の領域における江田島市の平均通過率の推移を示して

いる。 

「話の流れの理解」の設問で１７．５ポイント向上し，「書

くこと」の領域においても１０ポイント向上した。「話の流れ

の理解」をつかませる指導の工夫により，「書くこと」の通過

率にも向上が見られた。 

（７）成果と課題 

○ 「つながりのある英文を書く」ことをテーマに，積み上げ

式の授業研究を行い，副詞，代名詞，接続詞をキーワード

として内容理解や表現させる指導の工夫を積み上げること

ができた。その際，英文の提示の仕方について重ねて協議

し，「英文短冊カード」やパワーポイントを用いての提示へ

と工夫を重ねることができた。 

○  表現のヒントや目標をワークシートに明示することで，

指導者がゴールした姿を明確に描き，そこに至るまでのス

モールステップを設定することにより，段階を踏んだ指導

をすることができた。 

●  ４領域をさらにバランスよく指導し，４技能の総合的な

指導についての協議や実践を積み上げる。 

●  ペアや小グループでの活動を，習得した事項を活用する

場として，今後も積極的に活用する。学び合いの場面が生

まれるように，課題の内容をさらに工夫する必要がある。 

生徒の記述 

◇「流れを意識できたし，説明もきちんとできたので

よかった。」 

◇「文章をつくるときは，副詞や代名詞，接続詞を活

用すればよいことが分かった。」 

◇「自分の日記を【表現上の目標】の全項目を達成で

きるように工夫して書くことができた。」 
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