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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）研究のテーマ及びねらい    

①研究のテーマ 

「思考力・表現力を育成する授業づくり」 

―言語活動の充実を通してー 

②研究のねらい 

・学力調査の結果から，基礎・基本はおおむね定着しているが，

それらを活用する「思考力・表現力」に課題がある。この実態

を踏まえ，言語活動の充実を通して「思考力・表現力」を育成

する授業づくりについて研究を進めていく。 

（２）研究組織・体制（省略） 

（３）研究内容（３年間継続） 

  ①課題に対し，改善ポイントを明確にした実践研究 

・授業改善サイクルに基づく研究授業 

・学習習慣の定着を目指した取組み 

〈本年度重点取り組み〉 

○評価問題による検証 

・付けたい力を評価できるテストの実施 

 評価問題・調査問題の実施 

                                     教科チームで検討・共有 

          自校で実施・分析 

つまずきを把握 

指導方法の見直し・指導案の修正へ 

・授業後２週間以内に評価問題を実施・分析 

・分析結果を授業改善に活かす 

○家庭学習の取り組み 

・適切な家庭学習の提示・評価 

 「やればできる」を実感できる家庭学習 

              学習指導案へ家庭学習を明記し， 

効果的な予習・復習の実施 

    自主学習の推進・定着へ 

・家庭学習の内容の工夫 

（ドリル学習，思考力・判断力・表現力を育成する家庭学習

内容） 

②言語活動の充実を図る授業づくり 

・付ける力を明確にした言語活動を仕組む。 

・思考・表現させる場を設定する。 

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課題課題課題 

（１）成果    

①改善ポイントを明確にした実践研究 

○授業改善サイクルに基づく研究授業 

・評価問題による検証を２週間以内に実施することでつまず

きを再把握することができ，次の授業に活かせた。 

・指定校すべてにおいて，国語，数学，英語だけでなく，全教

員が参加して研究協議を行うことができ，学力向上対策事業

の研究をすべての教科で共有することができた。 

・「基礎・基本」定着状況調査において，国語では 4.8 ポイ

ント，数学では8.2ポイントと県平均を大きく上回った。 

【「基礎・基本」定着状況調査の平均通過率の県平均との差】 

 

 

 

 

 

 

 

○学習習慣の定着を目指した取組み 

・学習指導案ヘ家庭学習内容を明記し，研究協議で家庭学習

内容について協議することができ，各校の取組みに活かすこ

とができた。  

・生徒質問紙において平日，休日ともに1時間以上学習する生

徒の割合は61％となり，一昨年度と比較すると18％増加して

いる。同様に休日も70％となり，21％増加している。 

【平日の学習時間】 

②言語活動の充実を図る授業づくり 

・グループ学習（ペア・全体）等で説明させる場を多く設定した

ため，生徒質問紙において「なぜそうなるか理由を考えてい

る。」と回答した生徒が69.7％で昨年より5.7％増加しており，

言語に対する意識が向上している。 

（２）課題 

①改善ポイントを明確にした実践研究 

・11(H23)年度は英語の通過率が大きく下がった。 

・平日では，家庭学習を全くしない生徒が４％となり，昨年，

一昨年に比べると６％減少しているが，固定化している課

題が解消しきれていない。休日においては，９％の生徒が

全くしていないという課題がある。 

②言語活動の充実を図る授業づくり 

・「なぜそうなるか理由を考えている。」生徒の割合に対して，

「なぜそうなるか理由をつけて話している。」生徒は

53.6％で，十分に表現できていないという課題がある。 

・教師アンケートで，「根拠を挙げて自分の考えを述べたり考え

たりする指導を行っている」では，国語科100％であったが，

数学科83.4％，英語科60％であり，教科の差が大きい。 

（３）今後の改善策 

①改善ポイントを明確にした実践研究 

・英語科においては，特に書く力に課題があるため，宿題や小 

テストの評価などを通して繰り返しの学習に取り組む。 

・授業改善サイクルに基づく研究授業が，すべての教科で行わ

れていないという課題もあり，全教科において授業改善サイ

クルを継続していく。 

・５教科で自主ノートの課題を出したが，全生徒の家庭学習の

定着につながっていないため，課題が次時の授業につながる

実感を持たせるとともに，小テストなどの評価活動を行うこ

とで，自主学習の推進，定着を図る。 

②言語活動の充実を図る授業づくり 

・読解力を付けるテスト問題での説明，資料を活用した読み取 

りなどで考察させ，思考力・表現力を育成する。 

・すべての教科において効果的な言語活動を仕組むとともに， 

発表の型を示し，説明の手順を習得させる。 

-6-4-202
46810 09(H21) 10(H22) 11(H23) 国語数学英語

（％） 

2% 12%

9%

17%

29%

30%

40%

26%

28%

25%

21%

19%

10%

10%

10%

4%

3%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

09(H21)

10(H22)

11(H23)

3h以上 2h以上3h未満 1h以上2h未満 0.5h以上1h未満 0.5h未満 0



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 

① 調査問題 

平成23年度 ｢基礎・基本｣定着状況調査 四－４ 

出題内容 出題の趣旨 

文章の構成や論の展開を正確に

とらえることができる。 

学習指導要領の内容・領域 

【問題文省略】 

４ この文章はどのように

論が展開されていますか。

次のア～エの中から最も

適切なものを選び，その記

号を書きなさい。 

Ｃ 読むこと(第２学年) 

ウ 文章の構成や展開，表現の

仕方について，根拠を明確

にして自分の考えをまとめ

ること。 

② 誤答分析 

解答類型 １ ２ ３ ４(正答) ９ 無回答 

本校の割合 0 8.3 16.7 75.0 0 0 

① 解答類型２ アと答えた生徒 (8.3％) 

 ・問題提起がなされていることや，筆者の結論については

とらえられている。しかし，実験内容とその結果の説明，

読み手への疑問の投げかけについては論の展開をとら

えられていない。 

② 解答類型３ ウと答えた生徒 (16.7％) 

・結論および実験内容との結果の説明について，論の展開

をとらえられておらず，結論を実験の結果ととらえてい

る。 

 

(２)調査結果からの課題 

① 課題となる力 

・文章の構成や論の展開を正確にとらえる力。 

 ②指導上の課題 

・段落ごとの内容の読み取りが中心となっており，文章構

成や段落相互の関係を理解させる指導が不十分であった。 

 

（３）学年 第２学年 

 

（４）単元の紹介 

① 単元名 真実を探る ｢文化を伝えるチンパンジー｣ 

② 単元の目標  

○国語への関心・意欲・態度 

・筆者の結論や｢文化｣に関して関心を持ち，意欲を持って

学習に取り組む。 

○読むこと 

・論理の展開に注意しながら読むことができる。 

・図や表が示していることを的確に読み取ることができる。 
・筆者の論を踏まえ，人間の「文化」について考え，自分

の意見を持つことができる。 

○言語事項 

・抽象的な概念を表す語句の意味や新出漢字を理解するこ

とができる。 

③単元の展開（指導計画 全７時間） 

次 時 内  容 

一 

 

 

２ ･単元のねらいや学習の流れを確認する。 

･語句の意味，新出漢字を確認する。 

･文章を読み，大まかな内容をとらえる。 

二 

 

４ 

 

 

･本論の文章構成や段落相互の関係をとらえる。 

･図や表をもとに，コミュニティーごとの文化を

読み取る。 

･序論から筆者の研究テーマを読み取る。 

三 

 

１ ･｢文化｣について，筆者の論を踏まえ，自分の考

えをまとめる。 

･意見文を交流し，他者の文章の書き方や考えを

踏まえて，再度，自分の考えをまとめる。 

 

（５）指導改善のポイント 

①指導方法の工夫 

・小学校及び中学校１学年時の説明文の既習事項を想起

させる。 

・｢文化｣をキーワードに，筆者の結論をとらえさせる。 

・結論に対応した本論の文章構成や，段落相互の関係をと

らえさせる。 

②教材の工夫 

・本文全体を１枚のワークシートにし，本文全体の構成

を一目できるようにする。 

・結論と本論が対応していることがわかるようワークシ

ートに結論と本論の関係を図式化し，視覚的に文章の

構成がとらえられるようにワークシートの工夫を図る。 

③評価の工夫 

・文章構成を考えるうえで，段落を分けた理由や根拠を

書かせ，個々の学習内容の定着やつまずきの理由を把

握し，次時以降の指導に活かしていく。 

 

（６）授業の様子 

・段落の内容や文章の表現，接続語，語句に着目して段 

落分けをしていた。 

・結論に着目しながら，ペアや全体で理由や根拠を説明

させる活動では，他者の意見を聞き，自分の考えと比

較しながら段落の分かれる理由を考えていた。 

 

（７）検証 

検証問題には平成 21 年度福山市中学校学力向上対策

事業第２学年調査問題三－３を用いた。 

解答類型 １ ２(正答) ３ ４ ９ 無回答 

本校の割合 8.3 83.4 8.3 0 0 0 

 

（８）成果と課題（○成果 ●課題） 

○平成23年度｢基礎・基本｣定着状況調査四－４の結果と平

成 21 年度福山市中学校学力向上対策事業第２学年調査

問題三－３の比較において，文章の構成や段落相互の関

係をとらえる問題の通過率が8.4％向上した。 

○説明的な文章においては，文章の構成や段落相互の関

係をとらえさせるために，筆者の結論を読み取り，序

論の問題提起を踏まえながら，結論に対応した本論の

構成を考えさせる。この手法は，Ａ地域の国語科で共

通した指導として定着し，各校共に各種調査結果にお

いて成果を上げている。 

●文章の構成や段落相互の関係をとらえきれていない

生徒16.6％に対しては，(5)-③のつまずきの把握をも

とに，様々な説明文を使って結論に対応した本論の構

成を確認する。 

    

 



【数学】 

（１）教科の調査結果の分析 

①福山市調査問題 第２学年３（２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②福山市調査問題３⑵の通過率 

類型 正答 準正答 ７ ９ 無解答 

本校 38.1 6.4 6.3 15.9 33.3 

③分析結果 

・解答９の 15.9%の生徒は，説明の目的に対して，どのよう

な文字式の形で答えればよいのか理解できていない。 

・無解答の 33.3%の生徒は，文字を使った説明に何を書けば

よいのか理解できていない。 

（２）調査結果からの課題 

①課題となる力 

・予想された事柄が成り立つ理由を説明する力。 

②指導上の課題 

・予想させたり，発展させたりする活動が不十分であっ

た。 

（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  

・文字式を用いた式の計算，式の展開や因数分解など式の

計算をすることができる。 

・文字を用いた式で数量やその関係をとらえ，それを説明

することができる。また，目的に応じて式を変形したり，

その意味を読み取ることができる。 

（５）授業改善のポイント 

 《数学的活動》 

既習の学習を基に，数の性質を見いだし，発展させる 

活動 

①数学的な活動を仕組むための授業展開等の工夫 

(ア)２段目にいつもどんな数がくるかを予想させるた

めの工夫点 

・連続する偶数の間に奇数を入れて問題を提示する。 

・予想をさせるために，具体的な数の場合の求め方を式に

書かせる。 

・求める式はどのように考えて立てたかを伝え合う場を設

ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ)既習の学習と同様に予想(４の倍数)させ，説明させる。 

(ウ)発展的に考えさせるために，(イ)の説明の結論である

4(2n+1) の意味を予想と関連付けて考えさせる。 

（６）授業の様子 

 ・生徒は，2段目にいつも成り立ちそうな数を具体的な 

場合で求めた式をもとに予想を考えていた。また，問 

題の偶数の間の奇数に着目して予想を考えていた。 

 ・4(2n+1)の意味を予想と関連させて考えていた。 

（７）検証 

①評価問題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②評価問題（３）の解答状況 

 正答率 誤答 類型外 無解答 

評価問題 62.1 20.7 6.9 10.3 

類似問題（現3年） 44.4 6.4 15.9 33.3 

 

（８）成果と課題（○成課 ●課題） 

 ○正答率が高くなり，無解答率が下がった。 

     ○学力調査で誤答であった6.4%と解答類型外の15.9％ 

のうち，10.8%の生徒は正答になった。 

○学力調査で無解答の 33.3％のうち，23%の生徒は，予想

をすることはできた。 

○結論を新たな意味と関連付ける等，発展的に考えて説

明を書くことができた生徒が24.1%であった。 

●学力調査で解答類型外の 5.1%と無解答の23%であった生

徒は，２の倍数か４の倍数であることを予想することが

できたが，説明の内容は「結論のみ」「数字での説明」「解

答類型外」であることが課題である。事象を文字で表す

学習から文字式の良さを実感させる場を設ける。 

浩志君は、連続する５つの整数の和がどんな数になるか調

べています。 

最も小さい整数が１の場合 1+2+3+4+5=15（途中略） 

最も小さい整数が１８の場合   (ｱ)   

浩志君は次のことを予想しました。 

連続連続連続連続するするするする５５５５つのつのつのつの整数整数整数整数のののの和和和和はははは５５５５のののの倍数倍数倍数倍数であるであるであるである。。。。（途中略） 

⑵浩志君の考えが正しいことの説明を完成させなさい。 

右の図のように，１段目には，連続 

する２つの偶数の２乗を入れました。 

２段目には，１段目の差を入れました。 

次の各問いに答えなさい。 

(問１) １段目の数が

2
8 と

2
10 のとき， 

２段目の数(ア)を求めなさい。 

ただし，その求め方もかくこと。 

(問２) ２段目には，いつもどんな数がくると予想しますか。 

５つの整数のうち（途中略） 

n＋(n+1)+(n+2)+(n+3)+(n+4) 

=n+n+1+n+2+n+3+n+4 

= 

 ８2  102 

(ｱ) 

連続する３つの整数について，最大の整数の２乗と最

小の整数の２乗の差は，どんな数になるか予想を立て，

その予想が正しいことを説明したい。次の各問いに答え

なさい。 

（１）次の式に具体的な数を代入し，最大の整数の２乗と

最小の整数の２乗の差は，いつもどんな数になるか

予想を立てなさい。 

・( )

2
－( )

2
＝( ) ・ ( )

2
－( )

2
＝( ) 

【予想】最大の整数の2乗と最小の整数の2乗の差は（ ）である。 

（２）連続する３つの整数のうち最大の整数と最小の整

数を整数 nを使って表しなさい。 

（３）次の説明の書き出しを参考にし，予想が正しいこ

との説明を書きなさい。 

【説明】 

nを整数とすると，連続する３つの整数のうち最大の整数

と最小の整数は，   ,    と表される。 

連続する３つの整数のうち最大の整数の２乗と最小の

整数の２乗の差は４の倍数である。 

 



【英語】 

（１）教科の調査結果の分析 

①平成22年度「基礎･基本」定着状況調査「書くこと」10２ 

 

 

 

 

 

 

②誤答分析 

解答類型 1正答 2 3 9 0無解答 

割合（％） 42.6 2.1 19.1 23.4 12.8 

・過去形の綴りを正しく書けていない。 

・語順は正しいが現在形で答えていた。 

・過去進行形で答えていた。 

（２）調査結果からの課題 

①課題となる力 

・日本語の質問に対して適した英文を文のきまりに基づい

て正しく書く力。 

・一般動詞の過去形を理解し，正しく書く力。 

・文末のyesterday等から時制が過去だと判断する力。 

②指導上の課題 

・つづり，語順や適切な動詞を使うことに留意して正しい

英文を書く活動が不足している。 

・自分の生活や考えなどを表現させる活動が不足している。 

（３）学年 第２学年 

（４）単元の紹介 

①単元名  Meeting a stranger 

②単元の目標 

・want to ~を使って，「自分がなりたかった仕事」とその

理由を正しい英語で書くことができる。 

（５）授業改善のポイント 

①指導方法の工夫 

・ペアワーク等で自分のことを伝え合う活動を行う 

【例】Unit 1 （be動詞の過去形・過去進行形） 

A : Where were you at 7:00 last night? 

B : I was in the living room. 

A : What were you doing then? 

 B : I was watching TV then. 

・既習事項を用いて語順や語法に留意し，正しい英文を書

く活動を行う。 

【例】次の質問に（    ）内の語を使って英語で答え

なさい。 

Q:What were you doing then? (read a book) 

A:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ then. 

②教材の工夫 

・帯活動で，各種カードを使ってコミュニケーションを図

るペア活動をする。 

〔ペアワークカード〕 

○What do(did) you want to be？ 

 

 

 

 

 

・ペアワークの口頭練習の後にその内容について書かせる

活動をする。 

③家庭学習の工夫 

・授業準備プリント 

 『自分が将来なりたい職業について』 

 職業名（日本語） 職業名（英語） 

例 消防士 fire fighter 

現在   

以前（2年前）   

・家庭学習の手立てを提示し，毎日英語練習ノートを実施 

  a) Unit 4の新出語句やキーセンテンスが書ける。 

  b) 不定詞や動名詞を用いて自分の好きなことや，したい

ことを書くことができる。 

（６）授業の様子 

・ペアワークでは相手の言うことをしっかり聞いて活発に 

 活動していた。 

・将来なりたい職業とその理由を現在形と過去形で表現す  

 ることができた。 

・分からない単語があれば辞書を使って英文を作ることが 

 できた。  

・理由を説明する英文を２つ以上作った生徒もいた。 

（７）検証  

自分の過去のことについて英文を書かせる評価問題を実施。 

①評価問題 

 

 

 

 

 

 

②誤答分析 

 １○ ２ ３ ４ ５ ９ ０ 

正答率(％) 34 8 31 24 0 3 0 

・解答類型３において現在形と過去進行形で答えている。 

・解答類型４においてbe動詞と一般動詞を一緒に使っている。 

・過去を表す語句と動詞の時制が一致していない。 

（８）成果と課題（○成果 ●課題） 

○帯タイムのペアワーク等の活動で自分のことを表現する

ことに慣れ，無解答率が０になった。 

○授業準備プリントで生徒への興味付けをし，本時の学習

内容へつなげ，学習したことを深化させたり，定着させ

る家庭学習を設定することで生徒は意欲的に家庭学習に

取り組んだ。 

●be動詞と一般動詞の使い分けが不十分なことが分かっ

た。それぞれの働きを確認し，定着のための繰り返し学

習の充実を図る。 

●過去時制を使う場面設定を分かりやすく提示する。特に

過去を表す語句（yesterday, beforeなど）に注目させる。 

 

a nurse 

 

 

a police officer 

 

a florist 

 

a dancer 

 

 

a kindergarten teacher 

 

a pilot 

 

次の１・２はあなた自身のことについてたずねています。

答えを Iで始まる英文１文で書きなさい。 

 ２ あなたは昨日何をしましたか。 

I                                              yesterday. 

【評価問題】あなた自身のことについてたずねています。

答えを Iで始まる英文１文で書きなさい。 

 １ あなたは昨日何をしましたか。 

I                   yesterday. 

○Ｑ＆Ａ「この人は誰？」 

1) What do you want to be in the futureWhat do you want to be in the futureWhat do you want to be in the futureWhat do you want to be in the future? 
 →  I want to be a I want to be a I want to be a I want to be a ～. 
2) What did you want to be beforeWhat did you want to be beforeWhat did you want to be beforeWhat did you want to be before? 
 → I wanted to be I wanted to be I wanted to be I wanted to be ～. 


