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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  

～家庭学習の工夫と言語活動の充実を通して～ 

②研究のねらい 

  研究推進地域指定校４校が連携し，家庭学習の工夫と

授業との連動，教科における課題をふまえた言語活動の

工夫・充実に取り組むことによって，生徒の思考力・表

現力の育成を図る。 

③研究仮説 

各教科において次のことを充実・徹底すれば，思考

力・表現力が育成できるであろう。 

○国語科：家庭学習を工夫し，授業と連動させる。また，

思考する場面において，言語活動（「話すこと」・「書

くこと」）の工夫を行う。 

○数学科：家庭学習を工夫し，授業と連動させる。また，

思考する場面において，言語活動〔数学的活動（説明

し伝え合う活動）〕の工夫を行う。 

○英語科：家庭学習を工夫し，授業と連動させる。ま

た，思考する場面において，言語活動（「書く」活

動）を意図的に取り入れ，他の３技能と有機的に関

連付ける。 

（２）研究組織・体制（省略） 

（３）研究内容 

①授業モデルに沿った授業展開の工夫 

  「三原市授業モデル」を作成し，モデルに沿った研究授

業を実施する。 

  ア 「個人思考，グループ思考，全体思考・比較・検討，

個人思考（振り返り）」の共通スタイル 

②家庭学習の工夫 

ア 知識・技能の定着に加え，思考力・表現力の育成

を図る課題を提示する。（事前点検・評価） 

イ 授業と家庭学習の連動を図る。（授業モデルに位置

付け，指導案に明記する。）  

ウ 家庭における学習方法を教える指導を加え，指導方

法を交流し，改善をめざす。 

 ③言語活動の充実 

  ア 付けたい力や目指す生徒の言語表現を明確にもつ。 

  イ 教科の特色や課題を踏まえた展開部分を設ける。 

「国語 自分の考えを書く」 

「数学 自分のことばで説明する」 

「英語 自分で表現する（書く活動重視）」 

  ウ 「三原市授業モデル」に沿って交流場面を仕組む。 

  エ 支援の必要な生徒に，具体的な支援方法を用意する。 

④マネジメントサイクルに基づく授業改善 

（教科研究チーム） 

ア 教科チームごとに年間計画を作成する。（マネジメ

ントサイクルを取り入れる。） 

イ 研究テーマを焦点化した指導の工夫を行う。 

ウ 成果と課題―課題を基に次の授業の改善方法を考える。 

エ 事前検討・日常的な連携・相談を行う。 

オ 協議内容の焦点化―授業参観の視点の明確化・視点に

基づく協議を行う。 

カ 市内中学校教育研究会等との連携を行う。 

⑤成果の普及活動 

ア 合同研究発表会の開催（拠点校方式）による発信 

イ 学習指導案・学習ノート等の実践事例集の作成，配 

布 

ウ 作成資料及び取組の概要を各推進校並びに三原市教

育委員会ＨＰにて発信 

エ 市内教育研究主任研修会等での研究報告 

（４）学力調査等の結果  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①評価問題通過率（資料１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②標準学力調査……12月・１月に実施 

③「基礎・基本」定着状況調査（資料２）※太字…県平均2ポイント以上の数値 

 

 

 

国語 県平均 市平均 Ａ校 Ｂ校 Ｃ校 Ｄ校 

三３(３)「読」心情の把握 27.5 39.7 63.3 9.1 44.744.744.744.7    29.529.529.529.5    

四４「読」展開の把握 42.5 46.6 63.6 36.4 50.050.050.050.0    50.050.050.050.0    

五４「書」意見と理由 63.2 73.1 95.5 72.772.772.772.7    65.865.865.865.8    79.579.579.579.5    

数学 県平均 市平均 Ａ校 Ｂ校 Ｃ校 Ｄ校 

３(２)一次方程式の作成 
62.9  62.0  81.8 81.8 81.8 81.8     72.7 72.7 72.7 72.7     73.7 73.7 73.7 73.7     70.5 70.5 70.5 70.5     

７(２）グラフの考察 
58.0  58.9  54.5  59.1  73.7 73.7 73.7 73.7     72.7 72.7 72.7 72.7     

９(２）関係を文字式で表す 
54.4  33.0  68.2 68.2 68.2 68.2     59.1 59.1 59.1 59.1     68.4 68.4 68.4 68.4     77.3 77.3 77.3 77.3     

評価問題正答率　国語
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評価問題正答率　英語
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学力指標 

①研究授業ごとに，評価問題（思考力・表現力を問う問題）を

実施。評価問題の通過率を7 5％以上 

②標準学力調査（国，数，英）の思考力・表現力を問う問題の

各学年通過率，全国平均プラス２ポイント 

③「基礎・基本」定着状況調査（国，数，英）の思考力・表現

力を問う問題の通過率，広島県平均プラス２ポイント 

④生徒意識調査（生徒質問紙）における思考力・表現力に関わ

る項目の肯定的評価を75％以上 

⑤生徒意識調査（授業後生徒アンケート）「家庭学習をすること

により授業が分かりやすくなった生徒」の割合を80％以上 

三3(3)「登場人物の心情の把握，自分の言葉でまとめる」の通過率が，３校

は県平均を2ポイント以上上回ったものの，県平均に達しない学校があった。 

7(2)グラフの活用(関数分野)の数値が全般に低い傾向がある。 

ほとんどの項目で県平均を2ポイント以上上回ることができた。 

 

評価問題正答率　数学
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事後が事前より上回った評価問題

の通過率は，78.5％であった。し

かし評価問題の平均通過率は,指標

としていた75％を達成することが

できなかった。（研究授業ごとの評

価問題の通過率） 



 

 

 

④生徒質問紙（研究推進地域平均の経年比較）（資料３） 

 

 

 

⑤授業後生徒アンケート（資料４） 

「家庭学習をすることにより授業が分かりやすくなった」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

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 

 ○「基礎・基本」定着状況調査の「書く」（国語）「数学的な考

え方」（数学）「表現」（英語）において通過率が県平均を上

回った。また,「思考力」「表現力」における生徒意識調査が 

 ４項目で75％を上回った。以上のことから,「三原市授業モ

デル」に沿い，思考の場面において，目指す生徒の言語表現

を設定し,具体的な支援方法をもつ授業改善の取組や家庭学

習の内容に知識・技能の定着に加え，思考力・表現力の

育成を図る課題を提示したことは,思考力・表現力を育成

することに有効であった。（資料２・３） 

 ○家庭学習をすることにより授業が分かりやすくなった生徒が

教科によっては,60％以上を超えた。このことから,授業と連

動させた家庭学習を工夫することは有効であった。また,家

庭学習の事前チェックをし，評価して自信をもたせることや

授業の中で教師がうまく生徒の意見を引き出すことで，有効

性を高めることができた。（資料４） 

 （２）課題 

  ○ねらいと手立てが有効でないために，課題が改善できない授

業があった。（資料１） 

○国語科では「読むこと」の領域に課題がある。読み取

りの内容を字数やつながりを考えて，適切にまとめる

力を十分に付けていない。英語科「読むこと」の技能

において，文と文の順序や相互の関連に注意を払う指

導の実践交流が十分ではなかった。（資料２） 

○表現力について，「理由を付けて話す」「例を挙げ，順

序に気を付けて話す」活動が不十分である。（資料３） 

○家庭学習と授業の連動については教師側がいかにきめ細かく

取り組むかが大切である。生徒が「家庭学習をやってきたか

ら授業がよく分かった」と感じることができるように意識を

もって取り組む。（資料４） 

（３）研究仮説から（指導方法の工夫） 

  ○各研究授業後の検証において，授業後の評価問題の正答率が

事前よりも上がっていたことから，研究の仮説（１（１）

③）を基に行った国語科・数学科の取組は有効であったとい

える。英語科ではより課題を明らかにして今後の授業づくり

をしていく。（資料１） 

（４）今後の改善方策等 

○付けたい力や「目指す生徒の言語表現」を設定したが,その

ための生徒に応じた支援を細かく行う必要がある。 

○思考し表現する場を十分に保障していく。そのためには,生

徒の課題を明らかにし,基礎的な知識・技能の定着をする取

組が必要である。 

３３３３    実践事例実践事例実践事例実践事例 

【国語】 

（１）教科の調査結果からの課題 

平成23年度「標準学力調査」 

中学校３年国語７ (グラフから読み取ったことを，与えら

れた条件と注意点を踏まえて書く問題)正答率38.1％ 

【誤答分析】 

  ○具体的な数値や特徴を用いて客観的な表現で書くことがで

きていない。 

  ○自分の考えや意見を書くことができていない。 

【指導上の課題】 

○自分の意見が相手に伝わるように，適切な根拠を挙げて説

明すること・書くことの指導が不十分である。 

（２）学年，単元，単元の目標 

  第３学年「メディア・リテラシー」 

○論理の展開と筆者の主張を明らかにし，意見の中心をとら

える。 

○情報化社会におけるメディアとの接し方について自分の意

見をもち，適切に表現する。 

（３）指導改善のポイント 

①家庭学習の工夫と授業との関連付け 

 ・具体的な数値や特徴を捉えさせ, メディア学習への意欲・

関心を高めるために,自分が何のメディアにどのくらい

の時間接したかを記入させる。（１（３）②ア） 

・自分の考えや意見を書きやすくさせるために,身近なメ

ディアの比較や検証から分かったこと・感じたことをま

とめさせる。書いてまとめることが苦手な生徒には，キ

ーワードを提示したり項目を選ばせたりする。 

（１（３）②ア）（１（３）③エ） 

・授業前に点検・評価をしておき，集団の思考が深まるよ

うな意見が出せるよう，自主的な発表に加えて意図的に

指名発表させる。（１（３）②ウ） 

 ・文脈の中での意味調べや該当の箇所を探すなどの課題を

与え，本文を読ませる。（１（３）②ア） 

 ②言語活動の充実 

 ・課題を考えていく上で中心となる本文の箇所を丁寧に読 

英語 県平均 市平均 
Ａ校 Ｂ校 Ｃ校 Ｄ校 

9 話の流れの理解 54.0 56.4 95.595.595.595.5    54.5 68.468.468.468.4    52.3 

(1) 63.1 63.9 77.377.377.377.3    68.268.268.268.2    60.5 50.3 11 会話の場面に応じて 

適切に英文を書くこと 
(2) 67.4 67.1 77.377.377.377.3    68.2 81.681.681.681.6    61.4 

12つながりのある英文を書くこと 61.4 63.9 77.377.377.377.3    72.772.772.772.7    78.978.978.978.9    79.579.579.579.5    

項 目 H23 9月 

ものごとを解決したり決めたりするとき，なぜそうなるのか理由を考えています。 78.6% 

見たことや考えたことを人に伝えるとき，どのような順番で説明すると分かりやすいか考えています。 71.5% 

ものごとを解決するとき，たぶんこうではないかと予想しています。 84.9% 

思考力 

自分の考えと他の人の考えを比較しながら聞いています。 76.4% 

自分とちがう意見も受け入れながら，自分の考えを話しています。 78.4% 

なぜ，そうなるのか，理由をつけて話しています。 67.9% 表現力 

自分の考えや意見を，具体的な例を挙げ順序に気をつけながら話しています。 63.3% 

家庭学習家庭学習家庭学習家庭学習にににに対対対対するするするする肯定的評価肯定的評価肯定的評価肯定的評価
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数学国語 

11「会話の場面に応じて適切に英文を書くこと」の問題Ａの通過率が，４

校のうち2校が県平均を下回った。学校によって通過率に差があった。 

国語国語国語国語：家庭学習の内容の工夫と事前チェックによる授業との連動が，生徒

の理解に役立っている。  

数学数学数学数学：家庭学習が授業内容と連動ができた授業では肯定的評価は高かった

が，授業に活かされてない場合もあり，家庭学習の内容・量，授業

の課題等，再考していく必要がある。 

英語英語英語英語：肯定的評価の割合は，学校によって差があった。授業内容と課題の

難易度の検証等，継続して検討していく必要がある。 

H23年度９月において７項目のうち４項目が指標としていた75％を上回っ

た。「例を挙げ順序に気をつけながら話す」など改善傾向の項目もある。 

英語



ませる。（１（３）③ア） 

・「書き方の条件」と「書き方のモデル」を提示し，それ

らに合わせて自分の意見を書かせる。（１（３）③イ） 

 ・個人で意見を書いた後，グループ交流・全体交流での気

付きや他者からの評価・アドバイスを参考にして，書き

加えたり直したりしてもう一度まとめさせる。 

（１（３）③イウ） 

 ③指導方法の工夫 

 ・グループでの交流を活発化させ

思考を深めさせるために，グル

ープで意見を１つにまとめ発表

するのではなく，グループ交流

で出された気付きやアドバイス

を発表させる。また，グループ交流に入る前に，ねらい

や内容，発表の方法などについて明確・的確な指示をし

ておく。 

（４）検証 

 ○平成23年度「標準学力調査」中学校３年国語７ 

具体的な数値や特徴を用いて２つの「ちがい」を客観的に書

くことと自分の意見を書く問題の通過率がそれぞれ36.9％，

4.0％上昇した。 

 ○「メディアとの接し方について」生徒意見文 

生徒全員が「書き方のモデル」に当てはめて意見文を書くこ

とができた。そのうち，意見と根拠に一貫性がある適切な文

でまとめることができたのは，90.0％である。 

 ○授業後の生徒アンケート 

  家庭学習への取組率 95.0％ 

  家庭学習により授業が分かりやすくなったことについての問

いに対する肯定的な回答率 85.0％ 

（５）成果と課題 

 ①成果 

 ・自分のメディアとの接し方をチェックする，新聞記事の比 

較や広告の内容分析から分かったことをまとめるなど，家庭

学習を工夫することが本文の内容理解につながり，具体的な

数値や特徴を用いて客観的な表現で書かせることに有効であ

った。 

・根拠となる材料を多くもたせること，文章の見本スタイ

ルを示すことが，意見と理由を明確にして書く力を付け

ることに有効であった。（１（３）③イ） 

・家庭学習の内容の工夫と事前チェックによる授業との連

動が，生徒の理解に役立った。（１（３）②アイ） 

・推進チーム内の同単元の授業において，新聞の比較読み

と分析がメディアの特性を理解し，筆者の主張を読み

取ることに有効であったという検証から，本授業にお

いて，新聞だけでなくテレビやインターネットなどに

も目を向けさせ，さらに丁寧な比較をさせたことは， 

 情報化社会におけるメディアとの接し方について自分の

意見をもたせることに有効であった。（１（３）④）

【マネジメントサイクルに基づく授業改善】 

 ②課題 

・生徒の反応や思考の流れを予測した上での課題設定及び

発問準備が不十分であった。（１（３）③ア） 

 ③今後の改善策 

 ・ねらいを達成するための課題設定と，生徒の思考の流れを予

想した上での手立てを考える。（１（３）③ア） 

 ・「読む」「書く」がメインの教材においても，理解を深め

たりより確実に定着させたりするために，「話す（説明

する）」活動を組み込んでいく。（１（３）③ウ） 

 

【数学】 

（１）教科の調査結果からの課題 

平成22年度 「基礎･基本」定着状況調査 問題９） 

（日常的な事象において変化の様子から規則性を見付

け出し，文字式で表現する問題）正答率48.8％ 

【誤答分析】 

○規則性を判断できないため，文字を用いて式に表すこ

とができない。無答率も14.0％と高い。 

 【指導上の課題】 

○実生活での様々な関係を数学的に表現し，それをもと

に事柄が成り立つ理由を説明する力（記述）を身に付

けさせていない。 

（２）学年，単元，単元の目標 

第２学年「文字と式」 

具体的な事象の中に数量の関係を見出し,それを文字

を用いて表現したり式の意味を読み取ったりする能力を

養うとともに，文字を用いた式の四則演算ができるよう

にする。 

（３）指導改善のポイント 

①家庭学習の工夫と授業との関連付け    

・本時,三角形の数と辺の数の関係の規則性を見付け,文

字式で表させるために,小学校算数での学習を想起させ

正方形の数と辺の数の関係について言葉の式等で表し

たり,根拠を説明したりする課題を提示する。 

（１（３）②イ） 

・家庭学習で考えた意見を小グループで交流させ,多様な

考えがあることに気付かせる。（１（３）③ウ） 

②言語活動の充実 

・文字式と図を関連付けて考えさせ,どのように規則性を

見付けたのかを説明し伝え合う活動を仕組む。 

（１（３）③イ） 

③指導方法の工夫 

・規則的な変化に気付かせるために,マッチ棒を実際に並

べ替えて操作させる数学的活動を仕組んだ。 

・文字で理解しにくい生徒には具体的な数字からはじめ，

帰納的に考えさせる。 

（４）検証 

○評価問題の結果 

事前 正答…48.8％ 無答…14.0％ 

事後 正答…65.9％ 無答… 6.8％ 

○無答率が 7.2％減少した。規則性を見付け出し,文字式

に表すことができる生徒の割合が,17.1％増加した。 

○授業後のアンケートで「家庭学習により授業が分かり

やすくなった」という肯定的評価が79.6％であった。 

（５）成果と課題 

①成果 

・小学校算数での学習を想起させ正方形の数と辺の数の

関係について言葉の式等で表したり,根拠を説明したり

する家庭学習は，本時の問題解決をするための手立て

となり，規則性を見付け出し文字式に表現させるため

には有効であった。（１（３）②アイ） 

・文字式と図を関連付けて考えさせ,どのように規則性を

見付けたのかを説明し伝え合う活動は，思考力・表現

力を高めることに有効であった。（１（３）③イウ） 

・マッチ棒を実際に並べ替えて操作させる数学的活動や

具体的な数値を与えて文字式につなげる支援は，規則

性を見付け出し文字式に表す力を付けることに有効で

あった。（１（３）③エ） 

②課題 

・式は正解であってもその根拠を正しく表現できていな



い生徒がいる。図では理解できても，言葉で表現でき

ていない。（１（３）③アエ） 

・多様に考えようとしない生徒がいる。「集団思考」の流

れの工夫が十分ではない。（１（３）③イ） 

③今後の改善策 

・生徒の誤答分析による予想とす 

る生徒の回答を基にした手立てを 

細かくしていく必要がある。 

（１（３）③エ） 

・授業において，数学的な用語や 

図･表を用いて説明できるようにペアやグループ交流で

の言語活動を充実させる場面を積極的に仕組んでいく。

（１（３）③イ） 

【英語】 

（１）教科の調査結果からの課題 

   平成23年度「基礎・基本」定着状況調査 英語５（2）

（疑問詞の用法について知識があり，疑問詞を用いて， 

簡単な文を書く問題）正答率89.5％ 

【誤答分析】 

○“What do you～？”の疑問文には慣れているが，

What の後に名詞がくる疑問文に慣れていない。    

○“What do you time” と動詞がくるべき場所に名詞

があり，疑問文の中での主語・動詞の語順の定着が十

分でない。 

【指導上の課題】 

○疑問詞の後の疑問文の語順で，特に主語と動詞の位置

を理解させる指導が不十分である。 

○疑問詞＋do youの指導に比べて，疑問詞＋名詞で始ま

る疑問文の指導が不十分である。 

（２）学年・単元・単元の目標 

１年生 Unit７「カナダの学校」 

  ○間違いを恐れず，英語を話したり書いたりしようとし

ている。 

○疑問詞のある疑問文の語順を理解している。 

（３）指導改善のポイント 

 ①家庭学習の工夫と授業との関連付け    

・知識技能の定着としてドリルプリント（例１），思考

力・表現力の育成を図る課題として自己表現ノート

（例２）に書く課題を出す。（１（３）②ア） 

例１）「疑問文書きかえドリル」…表を基礎，裏を発展

とし，発展が難しい生徒は基礎から行うよう自己選択さ

せる。発展が終わったら裏を見て答えを確認できる。授

業で口頭練習し，家庭学習で書いて定着させる。以下の

ような表を１枚につき６問程度。キーワードを変えた文

で，数日継続的に課題を出す。 

基礎･･･なぞって練習できるように，グレーの色で印刷 

（何のスポーツが） （疑） 主語 好き ～が ./? 

  I like baseball . 

 Do  you like baseball ? 

What sport do  you like  ? 

発展･･･肯定文を疑問文に変えるため，空欄にしておく 

（何のスポーツが） （疑） 主語 好き ～が ./? 

  I like baseball . 

      

      

例２）自己表現ノートには，授業で話す会話の内容につ

いて書いてくる。授業での活用として，自分の書いた文

を基に疑問文を作成する。（１（３）②イ） 

テーマ：「自分の好きなこと・もの」 

（＊モデル提示，辞書活用，ALTの協力，事前点検） 

②言語活動の充実    

・「話すこと」と他の技能又は「書くこと」を関連付けた

指導を行う。 

・肯定文→Yes/No 疑問文→Wh-疑問文の言い換えをテンポ

良く行い，繰り返し口頭で練習して定着を図る。Yes/No

疑問文から Wh-疑問文へと変化させることで，疑問文で

の主語と動詞の位置関係を把握させる。更に，補う語が

必要であれば全体で考えさせる。 

・「話す」…ALTや友達に質問して答えてもらう。  

①相手に質問する前に，まず自分のことを肯定文で言う。

②Yes/No疑問文，又はWh-疑問文で質問する。③相手の

返事に対して相づちをうつ。（１（３）③ウ） 

・「書く」…会話を再現して書く。（１（３）③イ） 

③指導方法の工夫 

・電子黒板を使って文構造を視覚的に示し，パターンプ

ラクティスを効率よく行う。 

・「書く」活動と「聞く」「読む」「話す」活動との関連を

意識して，授業の中で必ず書く時間を確保し，書くこ

とを徹底して指導する。 
（４）検証 
（疑問詞の後に補う名詞が必要な場合の語順並べかえ問題）  

   事前 正答…66.7％ 名詞欠落の誤答…10.0％  そ

の他の誤答…23.3％ 事後 正答…82.1％ 名詞欠落の

誤答… 7.1％ 無答…10.8％ 

○事後では正答率が15.4％上昇し，語順理解が深まった。

中でも事前の問題で名詞欠落の誤答だった生徒につい

ては事後全員が正答となり，改善がみられた。 

○授業後の生徒アンケートで，家庭学習への取組率 

100％，家庭学習により授業が分かりや

すくなったことについての肯定的な回答

率96.4％だった。 

（５）成果と課題 

①成果 

・疑問文の語順定着のために，電子黒板を活用して文構造

の変化を視覚的に示し，書いて定着を図ったことは効果

的であった。（１（３）③アイ） 

・疑問詞の後に補う名詞を考えさせる際に，全体思考で

確認したことは，間違えやすい点に気付かせることに

つながった。（１（３）③ウ） 

・家庭学習で書いてきたことを基に ALT やペアと会話し，

インタラクティブな授業となった。（１（３）②アイ） 

②課題 

 ・「書くこと」の指導においては，支援の必要な生徒に対

して，参考になるモデル文を提示し，書き方を丁寧に示

す必要がある。（１（３）③エ） 

③今後の改善策 

・個人思考の後，グループ思考での教え合いを充実させ， 

支援の必要な生徒への手立てとする。更に，書いた文章

を基に言う練習を個別に行ってから全体思考に入る。

（１（３）①ア③エ） 

【家庭学習の自己表現】 

◎単語調べ animal→cat→ cute 

◎英作文  I like cats. They are cute. 

【授業での活用：英作文】 

Q：What animal do you like? 

【授業での活用：会話】 

A: I like cats. They are cute. 

  What animal do you like? 

B: I like monkeys. I want a monkey.A: Really?  


