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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 

「論理的に思考し表現する力の育成」 

～しっかり教え，じっくり考え，はっきり表現させる授業展開の工夫～ 

  【国語】 

論理的に思考し表現する力の育成 

【数学】 

数学的活動を通して，数学的思考力・表現力を育てる

授業の創造 

【英語】 

「書くこと」の言語活動における指導方法の工夫・改善 

～一貫性のある文章を書く力の育成～ 

② 研究のねらい 

平成２２年度広島県「基礎・基本」定着状況調査，及

び，全国学力・学習状況調査では，前年度に比べ「国語

Ｂ問題」，「数学Ｂ問題」以外は，平均通過率，平均正答

率を上回っている。しかし，詳細に分析すると，各教科

とも前年度同様の課題があることが明らかとなった。ま

た，学力向上対策事業が３年目であるということから，

取組の検証をさらに深め，課題を解決することを考え，

「研究テーマ」を３年間同様にした。 

また，本推進地域では，独自の「学力指標」を定め，

それに基づいて検証・改善を行い，取組を進めることと

した。 

 

 

 

 

 

 

（２）研究組織・体制 

 

 

 

 

 

 

本推進地域には，小学校と中学校の教職員で構成する

「安芸高田教育推進会」という教育研究組織があり，この

組織を基盤として，小学校と中学校の連携や市内全中学校

との連携を強化して，安芸高田市児童・生徒全体の学力向

上に効率的に取り組むことができるという特徴がある。 

（３）研究内容 

① 指導案の改善と１時間の授業の工夫    

通過率や正答率が低い設問の分析と改善のポイントを

明らかにし，１時間の授業を組み立てる指導案を考える。

その指導案には，板書計画も入れ，思考力・表現力につ

ながる「言語活動」を１時間のどこで仕組むかも明記す

る。さらに検証問題も指導案の最後につけ，１時間の授

業や単元終了時の検証をし，その結果を分析することで，

次の授業に活かす。 

授業の中では，ペアや小集団を活用する授業を進めて

いるが，活用するねらいを明確にするとともに，個で

「じっくり考える」部分も大切にする。また，「ねらい」

や「めあて」は生徒に分かりやすいものにし，生徒が意

欲的に取り組めるように工夫する。 

② 指導方法の改善・教材の工夫    

夏季休業中に，「指導力向上週間」を設け，指導案の検

討，模擬授業の実施，教材の開発などの研修を実施し，

２学期以降の授業で実践・検証する。 

③ 個々 の生徒への手だての工夫 

授業の中の生徒のつまずきや考えを丁寧に把握し，ス

モールステップで考えさせるなど授業の工夫を通し，生

徒１人１人に達成感を持たせ，次の意欲につなげる。 

④ 家庭学習の充実 

１時間の授業が家庭学習に生かされるような工夫をし，

家庭学習が定着するように取り組む。 

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 指標① 

上回っているポイントは，0.8～1.3ポイントにとどま

っているが，平均通過率でみると，平成２３年度「広島

県『基礎・基本』定着状況調査」では，各教科で県の平

均通過率より５～７ポイント上回っている。 

② 指標② 

  平成２３年度広島県「基礎・基本」定着状況調査では，

国語で5.3ポイント，数学で9.6ポイント，英語で19.6ポ

イント上回っている。指導者の授業の工夫により，理解

できたという生徒が増え，その教科が好きになってきた

と考えられる。 

③ 指標③④ 

平成２３年度広島県「基礎・基本」定着状況調査では，

家庭学習０時間の生徒が2.9％いるが，家庭学習を１時間

以上する生徒が７７％に増加した。 

（２）課題 

① 「生徒質問紙」では，「分かりやすく説明」，「理由付

け」「予習」の項目の肯定的評価が減少している。 

② 家庭学習０時間の生徒が，2.9％いる。 

③ ねらいにそった学習評価が十分にできていない。 

（３）今後の改善方策等 

① 安芸高田教育推進会を基盤とし，今後も授業研究，模

擬授業などの取組を実施するとともに，取組の成果を学

校内，他教科に広げていく。 

② 家庭学習のやり方の指導や具体的な課題の提示をし，

意欲的に家庭学習に取り組ませる。 

③ ねらいにそった目指す生徒像を明確にし，それに基づ

いた学習評価ができるように指導案に明示する。 

 

＜学力指標＞ 

①３年間の広島県「基礎・基本」定着状況調査の県平均通過

率，全国学力・学習状況調査の全国平均正答率と安芸高田市

との差の平均より，本年度は２ポイント上回る。 

②「各教科が好き」という生徒の割合を３年間の平均より２ポ

イント増やす。 

③家庭学習時間１時間以上の生徒の割合を６０％以上にする。 

④家庭学習時間０時間の生徒の割合を０％にする。 

 
安芸高田市学力向上研究推進地域 

安芸高田市教育委員会 

国語科チーム 数学科チーム 英語科チーム 

推進委員会 
 

中学校校長会 



３３３３    実践事例実践事例実践事例実践事例 

【国語】 

（１）国語科の調査結果の分析・課題 

平成21年度｢基礎･基本｣定着状況調査における登場人物

の心情の読み取り部分の県平均比をみると下の表ように

なっており，他の部分の県平均に比べるとほとんど差が

ない。 

 抜き出し・選択問題 記述問題 

市平均 ７６．８ ４５．６ 

県平均 ７６．７ ４４．０ 

差 ＋０．１ ＋１．６ 

    これにより，心情の読み取りについてまだ課題があるこ 

とが分かった。 

 

（２）授業改善のポイントⅠ…授業改善の土台作り 

   授業改善を図るには，単に授業のやり方を追求していく 

だけでは不十分である。本当の授業改善のためには，しっ 

かりとした土台作りが必要と考え，次の２点に取り組んだ。 

①  ユニバーサルデザインの授業を取り入れた指導 

   →授業の土台作りが授業改善の基礎基本 

 

 

   

 

 

 

○シンプル・ビジュアル・シェアの授業の確認 

 ・簡潔化，視覚化，意見交流 

○指導者の基本的な技能の確認 

  ・言葉の出し方（声の大きさ・早さ・抑揚） 

・発言の仕方（指示１つに複数の情報を入れない。） 

  ・生徒への目線の配り方等の基本技能の確認 

 ○授業スケジュール（授業の見通し）の提示 

 ○込み入った内容は絵にする等の視覚化 

 

   これら授業の基本技能を確認し，基礎的な指導能力を向 

  上を図った。また，授業展開でもユニバーサルデザインの 

考え方を意識させた。 

②  構造的な板書を意識した授業づくり 

→『板書≒授業展開』・『教材研究≒板書計画作り』 

   どのような板書がなされるかは，どのような授業がなさ 

れるかと同義であるという考えから，構造的な板書を意識 

して展開を考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

○言葉の厳選（重要語句・黒板にどう示すか） 

○構造の軸（対比・変化・繰り返し）を捉える。 

○視覚化(絵や図の使用・記号による関係の明確化・色等) 

○振り返りができる。 

≪この力をつけるために…≫ 

  □教材研究(どの言葉をどういう順序でどう書くか，まで) 

□１０項目の板書基本チェックポイントを策定 

  □同一教材による板書計画作成研修（夏季研修） 

  □指導案へ板書計画の添付 

（３）授業改善のポイントⅡ…文章を読み取る方法の確認 

→『５Ｗ１Ｈ』は読み取りのものさし 

具体的な授業実践として，心情の読み取りの際に，

「５Ｗ１Ｈ」を活用した。心情を読み取る前提となる

場面状況が正確につかめていないという現状があった

からである。 

こ
の
取
組
の
成
果
 

○場面・状況を分かりやすく整理する方法（ポイント)として活用でき

る。 

○5W1Hで登場人物の言動を理解した後，なぜ(Why)の部分から心情につい

て考えることができる。 

○5W1Hで整理することで，読み取ったことを過不足なく文章化することが

できる。つまり，書くことの活動にもつなげることができる。 

○評価のポイントが明確になり，理解度を把握することが容易になり，評

価にも役立てられる。指導と評価の一体化につながる。 

  ≪具体的な授業例≫ 

・学年 第１学年 

・単元 古典に親しもう 竹取物語（かぐや姫の告白部分） 

・授業展開例（展開の部分の一部のみ） 

 学習活動 指導上の留意点 

展 

 

 

開 

○心情をとらえる

ために5W1Hに

沿って場面の

内容を整理す

る (Why以外 )

【個人→班→

全体】 

○かぐや姫の嘆き

が深いことを

とらえる 

○班で交流し，か

ぐや姫の悲しみ

について考える 

・場面の捉え間違いがないか確認 

When 八月上旬の月夜 

Where 翁の家 

Who  かぐや姫が 

What 泣きながら翁に話をした 

How  激しく泣く（いみじく） 

Why  ？ 

・かぐや姫の様子が分かる言葉に

線を引かせる。「泣く泣く」「いみじく

泣く」「この春より思ひ嘆きはべる」 

・個人思考後班で交流させ，かぐ

や姫がなぜ，深く嘆き悲しんだ

のかをまとめさせる。 

 

（４）成果と課題 

≪成果１≫・・・登場人物の心情を読み取る力の向上 

本研究推進地域における課題であった「登場人物の心

情の読み取り」について，研究初年度の平成21年度と研

究最終年度の平成23年度の結果を比較した。≪｢基礎･基本｣定着状況調査 心

情部分 より≫ 

【抜き出し・選択問題】    【記述問題】 

 Ｈ21年度 Ｈ23年度 Ｈ21年度 Ｈ23年度 

市平均 76.8 82.4 45.6 31.1 

県平均 76.7 77.7 44.0 27.5 

差 ＋0.1 ＋4.7 ＋1.6 ＋3.6 

県比の変化 4.6ポイント上昇 2.0ポイント上昇 

それぞれ県平均との差が上昇している。 

≪成果２≫・・・授業の分かりやすさの向上 

研究初年度の平成21年度と研究最終年度の平成23年度

の生徒アンケートを比較し，「授業が分かりやすいか」の

項目について比較した。≪｢基礎･基本｣定着状況調査 生徒アンケート部分 より≫ 

【国語の授業はよく分かります。(肯定的意見の割合)】 

 平成21年度 平成23年度 

市平均 79.0 84.9 

県比の変化 

県平均 73.4 75.4 

差 ＋5.6 ＋9.5 

3.9ポイント上昇 

県平均との差が3.8ポイント上昇しており，基本的な指

導能力も向上していると考えられる。 

≪課題≫ 

  課題は２つある。「汎用性を高めること」「取組を継続

向上させること」である。今回の取組は，土台作りの部

分等，どの場面・どの教科でも活用可能である。他教科

・他領域に汎用できるよう，この取組を継続向上させて

いきたい。 

 

≪ユニバーサルデザインの授業とは？≫ 

   

・どの子にも理解しやすい指導で，「できて」「分かっ

て」「楽しい」授業のこと 

・授業に《自己決定・自己存在感・共感的人間関係》

の場をつくる（生徒指導の三機能） 

≪構造的な板書とは？≫ 

   

・全体の内容を一目瞭然で示す『簡潔性』 

・全体の構造の軸を捉える『構造性』 

・全体の主題について示す『主題性』 

これらが，授業展開に即し，きちんと計画されている。 



【数学】 

（１）数学科の調査結果の分析 

・ 広島県「基礎・基本」定着状況調査の分析の結果から，

第２学年の課題として考えられる設問は，次表のとおり

である。 

通過率（推進地域5校） 県 設問 

番号 H20 H21 H22 H22 

9(2) 44.8 50.0 50.8 47.0 

7(2) ――― ――― 44.6 48.9 

3(2) 44.8 50.0 56.9 56.9 

   9(2) … 数量の関係を文字式で表す。 

   7(2) … 相対度数の意味を答える。 

   3(2) … 一次方程式を立式する。 

・ 他の設問の通過率は60%を超えており，基礎・基本はお

おむね定着していると考えられる。 

・ 他の調査でも同様の結果が見られることから，これら

を全学年の課題としてとらえ，系統的に指導している。 

 

（２）調査結果からの課題（9(2)について） 

○課題となる力 

・ 事象の中の数量の関係や法則などを見いだす力 

・ 数量の関係や法則などを文字を用いた式に表す力 

・ 筋道立てて考え，事柄が一般的に成り立つ理由を説明

することができる力 

 ○指導上の課題 

・ 事象の中の数量の関係を見いだし，文字を用いた式で

表現させる指導に課題がある。 

・ 文字式の意味を読み取らせる指導に課題がある。 

・ 数量の関係を文字を用いた式を使って一般的に説明す

ることの必要性と意味を理解させ，文字を用いた式を活

用させる指導に課題がある。 

 

（３）学年  第３学年 

 

（４）単元の紹介 

 ①  単元名  「式の計算」 

 ②  単元の目標  

  文字を用いた式などについての基礎的な知識の習得や

活用を通して，数学的な見方や考え方を身に付け，事象

を見通しをもち論理的に考察することができる。 

 ③  単元の展開（全17時間） 

学習内容 時数 

式の計算 多項式の乗法，因数分解 12 

式の利用 文字式を利用した説明※ 5 

※ 単元全体で課題となる力の克服を図るが，特に，重点

を置いて指導する場面。 

 

（５）授業改善のポイント 

 ①  指導方法の工夫 

【帰納的な考え方】事象の中の数量の関係を見いだす場面

では，いくつかの具体例で確かめさせ，数量の関係を帰

納的に見つけさせる。 

【説明手順の提示】示された手順を参考にして，説明を記

述させる。 

【言語活動の充実】文字を用いた式を使って，ある命題が

成り立つことを説明する場面で，文字を用いた式と具体

的な数を関連付けながら，分かりやすく説明させたり，

お互いに自分の考えを表現し伝えあったりさせ，考え方

を共有させる。 

 ②  教材の工夫 

【生徒の予想を生かす教材】例題「２つの連続した奇数で

は，大きい方の奇数の平方からから小さい方の奇数の平

方を引いた差は８の倍数になることを文字式を用いて説

明しなさい。」 

 類題「２つの連続した奇数の積に１を加えると何の倍数

になるか予想し，そのことを証明しなさい。」 

 ③  評価の工夫（評価問題，調査問題も含む） 

 

 

 

 

〔評価問題（例）〕「連続する２つの偶数では，大きい方の

偶数の２乗から小さい方の偶数の２乗を引いた差が何の

倍数になるか予想し，そのことを証明しなさい。」 

 

（６）授業の様子（生徒の変化） 

・ 具体的な数で考え，自ら予測したことが正しいかどう

か意欲的に学習に取り組むことができていた。 

・ 具体的な数と文字を用いた式とを関連付けて考えるこ

とができていた。  

・ 数量の関係を予測する，証明する，検証するなど，考

えさせる視点を明確にすることで，活発にグループで学

習を深めることができた。 

 

（７）検証 

・ 広島県

「基礎・

基本」定

着状況調

査9(2)の

推進地域

５校の通

過率は右

図のよう

に年々上昇しており，平成２３年度（64.6%）は平成２０

年度(44.8%)に比べ，約２０ポイント向上した。 

 

（８）成果と課題 

 ≪成果≫ 

 ・ 生徒の予想を生かす課題を設定することは，生徒が

意欲を持って学習に取り組むことにつながった。 

・ 説明の手順を示しておくことで，生徒に見通しを持

たせて課題に取り組ませることができた。また，論理

的な考察の道筋を示すうえでも有効であった。 

・ 個人で考えたことをグループでお互いに交流し，全

体へ発表させたことは，数量の関係を文字式で表すこ

とや関係が成り立つ理由について，生徒の理解をより

深めるために効果があった。 

 ≪課題≫ 

・ 生徒が文字式を利用して説明する必要性をより強く

感じることができるように，課題等を工夫する。 

・ グループでの話し合いを深めるために，考えさせる

視点をより明確に示す。 

・ 学習の達成感を感じさせるために，生徒の言葉を生

かしながら学習内容をまとめる。 

 

授業前 

プレテスト 

Plan 

授業後 

検証問題 

Check 

授業 

 

Do 

１２月 

調査問題 

Action 



【英語】 

（１）英語科の調査結果の分析 

広島県「基礎・基本」定着状況調査から 

・「書くこと」の通過率が他の領域に比べて低い（65.0％）。 

・「つながりのある英文を書くこと」の通過率が他の設問にく

らべて低い（平成20年度73.4％【県比較＋8.0】）。 

（２）取組のポイント 

① 教科年間指導計画表の見直し 

単元の到達目標と，各領域の具体的な活動をいつ取り組

み，何を使って評価するのかを明らかにした。特に書く活

動では文量を設定し，チーム全員が共通認識をして指導す

ることができた。 

② 評価問題集づくりと解答類型の検討による到達度の明確化 

各学年とも３学期には設定した到達目標の英文（テーマ英

作文）が書けるように，１・２学期は各学年の最終目標に到

達するために段階的な目標を設定した。 

 

 

 

③ 評価の工夫 

「正確さ」「一貫性」の両観点で評価する解答類型を作成し

た。「正確さ」は文法上正しく書いているものを正答とし，英

文の意味を理解する上で支障のない誤りを準正答とした。「一

貫性」は前後の対話文を読み取って，自然につながるように

書いているものを正答とし，対話文の最後につながる情報を

一番終わりに書いていないものを準正答とした。この解答類

型の基準をチーム全員が共通認識して指導することで，「書く

力」を高めるための具体的アプローチが明確になった。 

（３）学年 第２学年 

（４）検証 

① 量的検証（数値） 

・「一貫性のある文章を書く力の育成」をめざして取り組んで

きた結果，本事業による取組を始める前の平成２０年度と

比べると８ポイント上昇した。また，今年度の通過率は県

平均と比べると＋20ポイントという高い結果であった。 

・６月の広島県「基礎・基本」定着状況調査の問題と類似

の評価問題（情報活用形式）を１学期末に実施した。２

年１学期までに学習する現在形，過去形，未来形を正し 

く使って書くこと，前後の英文を読んでつながりのある英文を

書くことができるかどうかを検証した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪第２学年１４６名の解答状況≫ 

広島県「基礎・基本」定着状況調査と同様に無解答の生徒

の割合が少ないことから,「何をどう書けばいいのか。」を

理解し,意欲をもって問題に取り組んでいることが分かる。 

② 質的検証（生徒の変化の姿）H21～H23 

・広島県「基礎・基本」定着状況調査の英語学習への意識調査

で，１６項目中１４項目において肯定的回答が増えた。中で

も「辞書を使って調べている」+19.1ポイント，「英語で文章

を書くときには,自分の考えや気持ちなどが読み手に正しく

伝わるように書いている」は+14.5ポイント伸び，大幅に学

習に対する意識が向上していることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）成果と課題 

≪成果≫ 

情報活用形式の問題はある程度の伸びがみられ，Step by  

  Step の評価問題の活用により，一貫性のある英作文力が向

上した。 

≪課題≫ 

今後はテーマ作文において，まず自分が書いた文をチェ

ック表にそって自分で点検し，推敲を重ねたうえで正確か

つ一貫性のある文章を書くことができるよう指導する。 

３文  

３文以上 

１
年
 

２０語（３文） 

以上 テーマ作文 

 

２０語（３文）以上 

情報活用作文 

３０語（４文）以上 

情報活用作文 

  

２
年
 

４０語（５文）以上  テーマ作文 

 

４５語（６文）以上    情報活用作文 

 

５５語（７文）以上       情報活用作文  

３
年
 

６５語（８文）以上           テーマ作文 

「基礎・基本」 

定着状況調査 

H20 

通過率 

H23 

通過率 

増減 

地 域 73.4% 81.4% +8.0 
12つながりのある英

文を書く 

県全体 65.4% 61.4% -4.0 

（差）県全体－本チーム +8.0 +20.0  

 解答類型 ％ 

正答 一貫性○  正確さ○ 文・語数○ 15.1 

一貫性○  正確さ△ 文・語数○ 42.5 

準正答 

一貫性△  正確さ○ 文・語数○ 3.4 

誤答１ 一貫性○  正確さ× 2.7 

誤答２ 正確さ○  語数× 26.0 

誤答３ 文の数不足 4.1 

誤答４ 上記以外 5.5 

誤答５ 無解答 0.7 

３年間を９ステップに分けて 

一貫性と正確性の両方を意識して書く力を育成する。 

ふきだしのことばを使って２０語（３文）程度の英文を書きなさ

い。BobとYukoの会話が自然になるように，Bobの質問に続けて書

きなさい。 

Bob:Who is he? 

Yuko: 

 

 

 

Bob:Really? 

    Does he like soccer, too? 

太郎 

Taro 

人間関係 

弟 

スポーツ

が好き 

昨日はテ

ニスをし

今週の日曜にサッ

カーをするつもり

 

47.5%

59.1%

66.7%

52.5%

40.9%

33.3%

H21

H22

H23

英語英語英語英語のののの授業授業授業授業ではではではでは，，，，わからないわからないわからないわからない単語単語単語単語やややや熟語熟語熟語熟語はははは，，，，辞書辞書辞書辞書をををを使使使使ってってってって調調調調べていますべていますべていますべています。。。。肯定的回答 否定的回答

55.8%

66.9%

70.3%

44.2%

33.1%

29.7%

H21

H22

H23

肯定的回答 否定的回答英語英語英語英語のののの授業授業授業授業ではではではでは，，，，英語英語英語英語でででで文章文章文章文章をををを書書書書くときはくときはくときはくときは，，，，自分自分自分自分のののの考考考考えやえやえやえや気持気持気持気持ちなどがちなどがちなどがちなどが読読読読みみみみ手手手手にににに正正正正しくしくしくしく伝伝伝伝わるようにわるようにわるようにわるように書書書書いていますいていますいていますいています。。。。


