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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 

国語・数学・英語における「言語力」を高めるための

実践的研究 ～教科の特性をふまえた授業改善を通して～ 

②研究のねらい 

各教科の基礎的・基本的な知識・技能の習得について

は，ある程度の定着が図られているが，論理的思考力・

判断力・表現力については，国語の「書くこと」「読む

こと」の領域，数学の「図形」「数量関係」の領域，英

語の「書くこと」「読むこと」の領域について課題が見

られる。これらの力を育成するための授業改善を図り，

教員の指導力向上と生徒の学力向上をめざしたい。 

また，学習に対しての意欲は高まってきているが，家

庭学習の習慣化と内容の充実を図りたい。 

（２）研究組織・体制（省略） 

（３）研究内容 

次の①～⑦の方法で研究する。 

①①①①    対象となる学力調査の分析・整理 

②②②②    ①で明らかになった課題をもとにした授業研究 

③③③③    ②の時の「授業チェックシート」の実施と分析・整理 

④④④④    調査問題の作成 

⑤⑤⑤⑤    調査問題の実施後の採点，分析・整理 

⑥⑥⑥⑥    生徒の生活・学習アンケートの実施と分析・整理    

⑦⑦⑦⑦    指導者の指導方法についてのアンケート実施と分析・整理 

研究のポイントは次のＡ～Ｃである。（ア～オは重点項目）    

Ａ 学習指導の構想 

ア 言語活動の充実（効果的な言語技術の活用） 

イ 書く活動の充実（ノート整理，ワークシート，板書） 

Ｂ 指導方法の工夫改善 

ウ 意見交流させる発問・指示 

エ 集団活動等，効果的な学習活動 

Ｃ 授業改善につながる家庭学習の充実 

オ 学校体制，組織としての取組 

 

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）検証と考察のもととなるデータ 

★研究内容①について〔「基礎・基本」定着状況調査〕 

〔推進地域内通過率％(左)と県通過率％（右カッコ内）の比較〕 

教科名 国語 数学 英語 

Ｈ２1年度 75.6(75.0) 74.6(69.7) 70.5(65.2) 

Ｈ２3年度 79.7(73.2) 84.5(74.7) 80.0(71.9) 

〔Ｈ２１年→Ｈ２３年比較 個人通過率が３０％未満の生徒の割合％〕 

国語 数学 英語 

0.0→0.0 0.0→0.0 2.1→1.4 

〔Ｈ２１年→Ｈ２３年比較 無答割合％〕 

国語 数学 英語 

1.1→0.3 0.5→0.3 0.1→0.2 

★研究内容②③について〔研究授業のチェックシート〕 

４段階評価：平均値からの結果  Ｈ２２年→Ｈ２３年 変化 

Ａ－ア 言語活動の充実 2.9→3.2 +0.3 

Ａ－イ 書く活動の充実 3.3→3.5 +0.2 

Ｂ－ウ 意見交流させる発問・指示 3.2→3.3 +0.1 

Ｂ－エ 集団活動等，効果的な学習活動 3.3→3.5 +0.2 

★研究内容⑥について〔生徒アンケート，教科への関心・意欲〕 

（４段階評価の肯定的割合の変化：Ｈ２１年→Ｈ２３年，いずれも２回目を比較） 

数値 ％％％％ 国語 数学 英語 

好き 43→69 58→75 67→67 

楽しみ 23→57 46→66 59→62 

役立つ 66→79 69→79 66→77 

分かる 64→82 77→82 77→76 

★研究内容⑦について 

「教員アンケート」（４段階評価：平均値）からの結果 

研究項目 Ｈ２２→Ｈ２３ 変化 

Ｃ－オ 組織としての取組 2.4→2.8 +0.4 

※②③⑦チェックシート項目および教員アンケート項目変更のためＨ２２年度と比較。 

（２）成果 

・①について，推進地域内通過率は県平均を6.5～9.8点上

回り，昨年度に比べて個人通過率が３０％未満の生徒の

割合および無答割合が減少した。個に応じた指導や家庭

学習の取組が生かされた。 

・②③について，重点項目とした言語活動の充実，書く活

動，意見交流等を意識し，授業改善がすすんだ。（数値

アップ+0.1～+0.3）「個人思考⇒グループ協議⇒発表・

個人整理」の学習の流れが定着し，適切な発問や指示あ

るいは助言により，生徒が活発に発言・行動するように

なった。 

・⑥について，肯定的割合が上昇し，生徒の関心・意欲が

高まってきている。学習活動に魅力を感じさせる内容・

生徒交流・評価等，研究授業で積み上げた改善の方策が

日常の指導につながってきた。 

・⑦について，校内研修（各校３回×３校＝９回）を教科チー

ムの研究授業に併せて行い，他教科教員と意見交換し，改善

の方策について協議できた。また，学校間の家庭学習の取組

を推進委員会で交流するなど，他校との情報連携ができた。 

（３）課題 

・⑦について，学校体制による組織としての取組の数値

がまだ低い。校内研修や教科連携によって数値を上げる。 

（４）今後の研究の継続 

・３教科の成果を校内で他教科に広げ，校内体制として授

業改善および家庭学習の充実に向けた取組を継続する。 



３３３３    実践事例実践事例実践事例実践事例 

【国語】 

（１）学力調査結果の分析と課題 

（昨年度の学力調査で通過率・正答率が特に低いもの） 

基礎三 

３(３) 

登場人物の心情を把握し

て後の表現に合うように

書く 

41.9 % 

（県51.4 %) 

基礎四 

２ 

段落相互の関係をとら

え，実験に対応した結果

の段落を選ぶ 

54.8 % 

(県50.0 %) 

基礎四 

３ 

要点をまとめた文章の空

欄部分に当てはまる語句

を抜き出す 

58.1 % 

(県63.5 %) 

基礎五 

記述２ 

意見を支える適切な理由

を書く 

64.5 % 

(県60.8 %) 

表現の特徴や論の展開に注意して段落相互の関係や内

容を読み取ること，読み取ったことや自分が考えたこと

を的確に分かりやすく書くことに課題があるととらえた。 

 

（２）授業改善の方法 

・「読むこと」については，表現を手掛かりにして内容を

読み取り，根拠を明らかにしてまとめる言語活動の充

実を図る。 

・「書くこと」については，複数の情報を比較して的確に

整理し，目的に応じて書く言語活動の充実を図る。 

 

（３）実践内容 

今年度の研究授業では，学力調査等の課題をもとに１

学期は読むこと（文学的な文章），２学期は読むこと

（説明的な文章）の単元および書くことの単元をとりあ

げた。指導にあたっては，他の学習でも活用できる「書

き方・読み方・考え方」を定着させるように工夫してい

る。 

≪主な内容≫ 

①書き方の指導の工夫 

生徒が自分の考えを整理したり根拠を明らかにして述

べたりできるように，教材・ワークシート・板書等を工

夫して，様々な形で書く活動を取り入れ，他の学習で使

える「書き方」を定着させた。 

(例）説明文の一部を空欄にし，考えさせる。資料を比較して

分かることをワークシートに記入させる。 

②読み方・考え方の指導の工夫 

読む時のポイントを生徒に示し，文章等から根拠を見

つけ，それを示しながら意見を述べるよう指導した。ま

た，グループ学習において比較・分類の考え方の指導を

行った。それらを他の学習でも活用できる「読み方・考

え方」として定着させた。 

(例）説明文では接続語や指示語，キーワードに着目

して段落相互の関係や要約を考えさせる。小説では心情

語，会話文，動作・行動，表情，情景等に着目して心情

の変化を読み取らせる。 

③研究授業後の協議会の充実 

成果は次回の研究授業に取り入れ，課題については改

善案を考え，チームで情報を共有して次回の授業に臨む

ようにした。 

(例）同一教材で研究授業を行い，指導案を修正する。 

（４）実践事例 

①学年と単元  第１学年 「ハチドリの不思議」  

②単元の目標  

・段落と段落，文と文のつながりを考えて読むことができる。 

・場面の展開に注意して読み，内容を理解することができる。 

・文章の構成や展開について自分の考えをもつことができる。 

③授業改善のポイント 

ア 指導方法の工夫 

・接続語の前後の文，前後の段落を丁寧に読ませ，つな

がりをとらえさせる。 

・接続語の後の空欄になっている部分を考えることによ

って，前後のつながりを考えさせる。 

・文と文，段落と段落のつながりを考える上で，ヒント

となるキーワード，キーセンテンスをおさえる。 

イ 教材の工夫 

・本文の一部分を空欄にしたワークシートを用いる。 

・接続語のはたらきを理解させ，接続語の前の文と後の

文とのつながりをとらえさせる。 

④授業の様子 

本文中の４ヶ所について文の一部分を抜いて空欄にした

ワークシートを生徒に配布し，空欄部分にあてはまる内容

を考えさせた。初めは戸惑っている生徒が多かったので，

１ヶ所目については接続語のはたらきやキーワードやキー

センテンスに注目することなどを細かく確認し考えさせた。

２ヶ所目からは接続語のはたらきから前後のつながりを考

え，前後の文章中からキーワードやキーセンテンスを見つ

け，あてはまる内容を考えられるようになっていった。 

 また，一人では文を作りにくい生徒も，グループ学習を

取り入れることで一緒に考えることができた。 

⑤検証 

授業実施前に平成２３年度広島県「基礎･基本」定着状

況調査四２を行い，単元末に平成２１年度広島県「基礎･

基本」定着状況調査四２を行って次の状況について検証し

た。 

・文章の前後のつながりをとらえることができる。 

・接続語のはたらきを理解し，段落相互の関係をとらえる

ことができる。 

・授業実施前後を比較すると，通過率が非常に高くなった。 

⑥成果と課題 

○授業で前後のつながりをとらえることをおさえたことにより，

検証問題でも，「流行歌」と「時代とともにじょじょに変化

していくこともたしかめられた（＝流行）」とのつながりを

とらえることができたのだと考えられる。 

○長い文章を読むことが苦手だと思っている生徒も，読み方を

学習したので，最後まで考えることができたと考えられる。 

●誤答の生徒は「歌」というキーワードのみのつながりはとら

えている。全体の文章の流れやつながりが理解できるように

指導を重ねる必要がある。 

 正答 誤答 無解答 

H23 基礎基本 （県平均） 56.2％ 42.2％ 1.6％ 

H23 基礎基本 当該校（2年) 39.4％ 60.6％ 0％ 

H23 基礎基本 

当該校(１年）授業前実施 

50.0％ 50.0％ 0％ 

H21 基礎基本 

当該校(１年) 授業後実施 

85.8％ 14.2％ 0％ 



【数学】 

（１）学力調査結果の分析と課題 

(これまでの学力調査で，通過率・正答率が特に低いもの) 

全国学力Ｈ２１ 式による説明（４の倍数） 34.9%(全40.6) 

全国学力Ｈ２2 式による説明（３の倍数） 40.0%(全26.4) 

全国学力Ｈ２2 具体的な事象を文字を用いて式で表す 21.0%(全26.3) 

全国学力Ｈ２2 図形：平行四辺形の条件説明 29.5%(全10.0) 

学力診断問題 規則性をみつけ文字式で表す 15.3 % 

文字を扱い立式や説明をする問題，合同などの証明問題，

情報が多く読解力を必要とする問題などの通過率が低く，

論理的に考え，表現する力に課題がある。 

 

（２）授業改善の方法 

・系統性を考えた教材分析を行い，より視覚的にとらえら

れる教材・教具の工夫を行う。 

・思考過程が深まる発問・指示の工夫を行い，学習内容が

整理できるワークシートの工夫を行う。 

・論理的思考力が培われる多様な学習形態の工夫を行う。 

 

（３）実践内容 

調査結果から生徒のつまずきを分析し，それをもとに

生徒にしっかり「考えさせる」授業に意識を転換した。 

①学習指導の構想（指導案作成時） 

・見通しをもたせ帰納や類推により予想したことを演繹

によって確かめる授業づくり 

・思考力を高めるための比較検討する場の設定 

・言語活動を重視したペア・グループ学習の場の設定 

②指導方法の工夫（研究授業時） 

・問題把握の聞き取り記述，視聴覚教材による提示 

・個人思考の時間の確保，書く活動や操作活動の設定 

・グループ活動での意見交流が深まる発問・指示の工夫 

・意見発表とその内容に対する肯定的評価および助言 

③家庭学習の充実（日常） 

・学習課題の工夫（授業の復習，既習事項の定着） 

・学校体制による日常の家庭学習の習慣化 

 

（４）実践事例 

①学年と単元 第２学年 「式の計算」 

②本時の目標 

・数量の関係を，文字を用いて式で表すことができる。 

・数や図形の性質が成り立つわけを，文字式を用いて説明

できる。 

③授業改善のポイント 

・既習事項の復習を事前に行い，文章中の数量を明確にし

て文字によって表記する活動に慣れさせておく。 

・必要な条件を図や表を利用して整理する方法を身に付け

させる。 

・考える手立てを示し自力解決の時間をしっかり確保する

とともに，筋道を立てて問題解決していく過程を論理的

に表現する場の設定を確保する。 

④授業の様子 

・問題提示で指導者の言葉を聞き取ってメモさせた。聞

き取る力や書く力（言語技術）の育成につながる。 

・具体的な数字で説明文を書く活動から入り，文字を用

いた一般化につなげた。その際，説明の全体を記述す

るパターンと穴埋めにするパターンの両方をワークシ

ートで併用した。（型を示す） 

・個人思考の時間で考えに詰まった生徒が，以前のノー

トを見返して調べていた。（既習事項の振り返り） 

・自分の考えをまとめ，その後グループ学習で，よりよ

い説明方法を完成させていく練り合いの場を設定した。

生徒は自分の考えをそれぞれに示し，他者に一生懸命伝

えようとする姿勢が見られた。 

・個人→グループ協議→説明→まとめ

の過程で，自分の考えの修正がで

きていた。（思考の深まり） 

・グループにより意見交換の程度の差，

学習の深まりに差があった。（グループ討議の手だて） 

・一般化する手だてとなる板書であったが，生徒のノー

トにばらつきが生じた。（ノート指導の工夫） 

⑤検証 

〔検証問題：文字式による説明問題，全国学力・学習状況調査〕 

数値 ％ Ｈ２２年当該校（全国平均） 事後の定期テスト 

正答率 34.6%（26.4） 53.3% 

無答率 7.7%（27.3） 0.0% 

〔基礎・基本 数と式：正負の数の活用，説明問題〕 

数値 ％ H22基礎基本 H23基礎基本 

正答率 83.1%(県64.2) 91.5%(県71.5) 

無答率 7.7%(県17.1) 1.4%(県13.8) 

⑥成果と課題 

○説明する力が求められ，公立高校入試でも文字を使った

説明が出題されている。本時は『帰納→演繹の思考』を

大切にする授業であった。 

○問題解決に向けて，自分の考えを言葉で表現できる生徒

が増えてきた。（無解答の減少） 

○生徒説明や記述によって，生徒から本時のねらいを引き

出そうとする指導者側の姿勢が定着してきた。 

●つまずき箇所を予想し，その解法の手立てとなる考え方のヒ

ントを予め用意して，個人思考やグループ討議で質が高まっ

ていく工夫していく。 

●説明に慣れさせるためには，繰り返し学習を行い，数学

的な用語を用いて説明する活動を日常化していく。 

●教師の説明や発話量を減らす工夫を行い，生徒に考えさ

せ交流させる授業づくりを，さらにすすめていく。 

考えの交流（説明） 



【英語】 

（１）学力調査結果の分析と課題 

（これまでの学力調査で，通過率・正答率が特に低いもの） 

H22北広島町調査問題 基本的な文のきまりを理解した作文 11.0% 

H22北広島町調査問題 

会話の場面に応じて適切に英文を書

くこと 

18.0% 

H22北広島町調査問題 

自分の考えや気持ちなどが読み手に正しく伝

わるように書くこと 

45.0% 

文のきまりを考えながら正しい語順で文を組み立てて

作る力, 失敗を恐れず，まとまりのある英文で表現す

る力に課題がある。 

 

（２）授業改善の方法 

・「書く」場面を多く取り入れた授業展開 

・主語・動詞を意識させた活動 

・一貫性のある３文，５文，８文を書かせる活動 

・生徒の誤答やつまずきを把握し，その手立ての工夫 

・「転換English」の活用  

ひとつの英文を指示にしたがって変えていくドリル練習 

・「Let’s Chat」の実施  

質問に対して主語と動詞のある正しい英文で答える対話

練習，一貫性を意識し代名詞や接続詞を使う。 

・「後続発話」の活用 

後ろに続く発話を考え，自由に表現する 

・研究授業の実施・協議 

大学教授・指導主事の招聘 

 

（３）実践内容 

・各教員２回ずつの研究授業を行い，大学教授や指導主

事から「書く力」を高めるための実践例について具体

的な助言を受け，日頃の授業実践に生かす。 

・授業研究での参観後，３校の成果を共有し，それぞれ

の実践に生かしている。また，課題についても，該当校

だけの課題にするのではなく，自校の課題と受け止め，

改善のための授業実践を積み重ねていくことで，授業の

レベルアップをめざす。 

・課題克服・基礎基本定着のために，３校で共通した言

語活動を意識した取り組みの実施。 

・一貫性のある３文・５文・８文を書く活動 

・主語・動詞を意識させた活動 

・転換English 

・Let’s  Chat 

・後続発話 

 

（４）実践事例 

①学年と単元 第１学年 Ｕｎｉｔ５ 

 ②単元の目標 

・実際の場面でのやり取りの表現，名詞の複数形と数量 

を尋ねる表現，提案・申し出・指示の表現を用いて，伝

えたいことを話したりすることができる。 

③授業改善のポイント 

・既習の英文を定着させるため転換練習や暗唱テストな

どを積極的に行う。 

・新出の英文を理解させ，正しく書くことができるよう

に指導をしていく。 

・言語の使用場面を設定してペアでコミュニケーション

活動を取り入れ，単語や文構造が実際の場面で使える

ようにしていく。 

④授業の様子 

・グループでしっかり話合いや調べることをしていて，

生徒の動きが活発であった。 

・対話を作成するところでは生徒たちが相談しながら理

論的に組み立てられていた。 

・転換練習でＱuestion/Negativeなど文字を見てすぐ転

換できておりよく理解していた。 

・子どもたちの学習に向かう姿勢がよくできていて，授

業前には暗唱しながら待っていた。家庭学習と授業が

きちんとつながっていた。 

⑤検証 

・学習指導要領 エ(イ) 「語と語のつながりなどに注意

して正しく文をかくこと」の問題 

 事前 事後 

正答率 ６３．３％ ８３．３％ 

⑥成果と課題 

○転換Englishを毎回繰り返し行うことで，多くの生徒が

文構造を理解することができた。 

○つながりのある文を作成する教材はとてもいいもので

あった。広島県「基礎・基本」定着状況調査にも類似

した設問がある。それを意識した教材である。 

○口頭練習をしっかり繰り返してそこから書く力へとつ

ながっている。 

○文構造理解のトレーニングから自己表現へと力をつけ

ていき，一貫性のある内容が表現できるようになって

きている。 

●授業が成功かどうかを判断するものは，１時間の中で

子どもの力がついたのか見とれた時である。そのため

にもゴールを明確にもつことが必要である。そして，

その前の手立ては良かったのかを見ていかなくてはい

けない。 

●１時間の中で内容完結になる工夫が必要である。教材

の内容レベル・生徒の理解・有効なヒント手立て，ど

こかに工夫が必要である。 

●グループの前に個人思考させる時間の確保が必要であ

る。 

●転換Englishをベースにしながら，発話に対して適切な

応答を考えさせ表現させるときに２文以上で答えるな

ど後続発話へと発展していかせる。 


