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（H2３.11.1現在）    

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 

「基礎・基本」の定着と「思考力・表現力」の育成をめざして 

―学力分析と授業モデルに基づく授業改善を通して― 

②研究のねらい 

 全国学力・学習状況調査，「基礎・基本」定着状況調査の

結果，基礎的・基本的な知識・技能と活用の力に課題がある

ことが分かった。各教科におけるつけたい力を明確にし，学

習活動を中心とした授業モデルに基づき指導の改善を図るこ

とにより，課題を克服することをねらいとしている。 

 ＜各教科における付けたい力＞ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）研究組織・体制（省略） 

（３）研究内容 

① 学力分析により，地域共通の課題を「ワースト１０」とし

てリストアップ，課題克服のための研究授業・模擬授業を実

施 

② 授業改善のポイント 

ア 指導方法の工夫 地域共通の授業モデルに沿った指導に

よる学び合いと達成感のある授業 

 ・ 前時の復習  全員ができていることを確認 

 ・「今日の目標」の確認  具体的なゴールとなる姿を生徒

に分かりやすい表現で明示 

 ・ 見通しをもつ  

 ・ ひとり学び  における自力解決を促すための指導の工夫 

比較・分類・類推して考える視点を導入 

   レベルに応じたワークシートによる指導 

   スモールステップによる指導の工夫 

 ・ 小集団学び  における説明・論述などの交流活動の充実 

・ 集団学び  における説明・論述などの交流活動の充実 

・ 練習・反復  における定着 

  自力で活用し課題解決する練習の充実 

・ 自己評価  学習の振り返り，評価問題への取組み 

イ 教材の工夫 

 ・フラッシュカード，パワー・ポイント等による基礎基本

の反復練習 

・ワークシートを活用した「書く活動」における思考の整 

 理 

  ウ 評価の工夫 

   ・学んだことを文章にまとめる，または目標となる力が付い 

たか試す問題を解く活動（自己評価カードの活用） 

・地域共通の評価問題，検証問題による検証 

③地域共通の課題克服に今後も継続的に取り組むため，年間指導

計画に「ワースト１０」への対応策を位置づける。 

 エ 家庭学習の習慣化 

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 「ひとり学び」における自力解決のための工夫により，学

力指標（通過率60％以上の割合が80％を上回る）を達成

できた。 

【検証問題】「基礎･基本」定着状況調査 Ｈ21年～Ｈ23年 

 本地域 平均通過率（県平均通過率＝100とした場合） 

  Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

国語 97.1 100.1 107.5 

数学 97.3 92.4 106.6 

英語 103.5 97.3 112.5 

  本地域 通過率60％以上の生徒の割合 

  Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

４校平均 71.8％ 69.1％ 82.8％    

広島県 71.2％ 75.6％ 73.3％ 

本地域通過率33330％未満の生徒の割合 

  Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

４校平均 3.3％ 6.3％ 2.3％    

広島県 5.5％ 4.6％ 4.3％ 

 

② 「練習・反復」の場面で得た知識を活用し，課題解決の練

習をすることにより，「思考力・表現力」がある程度高ま

り，ワースト１（最大の地域共通課題）を次のように克服

することができた。 

【検証問題】「基礎･基本」定着状況調査 Ｈ23年 

 本地域設問別平均通過率（県平均通過率＝100とした場合） 

国語三３（３） 数学９（２） 英語 ６（４） 

130.6 106.2 171.0 

 

③ 学習意欲・学習習慣において改善が見られた。 

・「ひとり学び」において自力解決するための指導の工

夫をしたことにより学習意欲を高めることができた。 

・振り返りカードを導入することにより，達成感を味わ

わせ，自己評価能力を育成することができた。 

・授業と家庭学習とのリンクを図ったことにより，家庭

学習をしない生徒が減少した。 

      

（２） 課題 

ア 通過率３０％以下の課題のある生徒に対する手立ての更な

る工夫が必要である。低学力層の学習意欲を高める学習活動

の工夫が必要である。   

イ 小学校と同様の設問に課題がある。小学校でつまずいてい

る問題が中学校においても課題となっている。 

  ウ 家庭学習の習慣化を徹底する。 

   

（３）今後の改善方策等 

ア 「ひとり学び」における個人指導のさらなる充実により，

「小集団学び」における全員発言と学び合いができる態勢

をつくる。 

イ 小中連携を学力向上の面からも図っていく。 

ウ 家庭学習を徹底する仕組みの機能を維持させる。 

＜国語科＞・抽象的な概念と心情を表す語句に注意して読む力 

・文章の論理展開，場面と登場人物の設定の仕方をと

 らえ，根拠を明確にして自分の考えをまとめる力 

＜数学科＞・数量や図形などに関する基礎的な概念と原理・法則

について理解する力 

・数学的な表現を用いて考えをまとめ説明する力 

＜英語科＞・正しい英文を作る力 

       ・事実や自分の考えについて，つながりを考え，まと

まりのある英文で表現する力 



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 

平成２２年度「基礎・基本」定着状況調査三３（３） 

〈登場人物の心情の把握〉 

 

 

 

 

 

 

 

 H22「基礎・基本」定着状況調査三３（３）平均通過率 

 Ｈ２１ Ｈ２２ 

本地域 ３７．８％ ５１．１％ 

広島県 ４４．０％ ５１．４％ 

 

（２）調査結果からの課題 

 文章のあらすじをおおまかにとらえる力，言葉を手がかりに心

情を読み取る力，読み取ったことを自分の言葉で表現する力に課

題がある。 

（３）学年 第３学年 

（４）単元の紹介 

① 単元名 自主単元「人と人とのつながりを考える」  

夏草 ―「おくのほそ道」から― 

② 単元の目標  

 ・言葉を手掛かりにし，論理の展開をとらえる中で，筆者

の思いを理解することができる。 

 ・新聞記事から事実や人の気持ちを知り，自分の考えを持

ち，それを自分の言葉で表現することができる。 

③ 単元の展開（指導計画）（全５時間） 

ア．「おくのほそ道」冒頭部分を読み，芭蕉の心情をとらえさせる。 

             ひとり学び     ◆語彙の学習 

イ．「おくのほそ道」平泉の場面を読み，内容を理解させる。 

             ひとり学び     ◆語彙の学習 

ウ．「おくのほそ道」平泉の場面を読み，芭蕉の心情をとらえさせる。 

             ひとり学び     ◆語彙の学習 

エ．芭蕉の句と「東日本大震災」について取り上げた新聞のコラム記事を読

ませ，筆者の思いをとらえさせる。  小集団学び・集団学び 

オ．「おくのほそ道」金色堂の場面で，「五月雨や」に表された芭蕉の心情

と，金色堂の存在について考えさせる。 

小集団学び・集団学び・ひとり学び 

 

（５）授業改善のポイント 

  ①指導方法の工夫 

・文脈の中で語彙の意味をとらえる学習を取り入れる。 

・「類推」の考えを使って語彙の力をつける。 

・｢学び合う｣学習を取り入れ，交流する中で考えを深めてい

く。        →        →    

  ②教材の工夫 

・教科書の教材とそれと重なる内容の新聞記事を合わせる。 

・ひとり学びにおけるワークシート 

  ③評価の工夫 

  ・課題と同じ問題（基礎・基本２２年度）と,同じ趣旨で別 

の問題（基礎・基本２３年度）の２種類で評価する。 

 

（６）授業の様子（生徒の変化） 

ア．イ．ウ 

 二字熟語 熟語（三字以上）複合動詞 動詞 

 

オ．生徒の記述した表現の例 

〔例１〕梅雨の雨でさえはじき返すほどの強さを光堂は持ってい

る。 

〔例２〕光堂の美しい輝きに雨でさえはね返すほどの，しんとし

た浄土の美しい世界があったから。 

※下線部は新聞記事の学習でとらえた言葉・表現 

新聞記事の内容と俳句に感動して，ぜひ金色堂を見てみたいと

いう生徒の思いにつながった。また，「平泉の奇跡」という作文

を書き上げた生徒もいた。        

（７）検証 

 課題と同じ問題（基礎・基本２２年度） 

と,同じ趣旨で別の問題（基礎・基本２３年度）のテストを実施 

度）とした。 

 ① 基礎・基本２２年度実施時の結果 

 ② ①の問題を授業後検証問題として実施した結果（７月） 

 ③ 基礎・基本２３年度の問題を授業後検証問題として実施し

た結果（１１月） 

 正答率 誤答率 無解答 

① ６０．０％ ４０．０％ ０％ 

② ８６．７％ １３．３％ ０％ 

③ ６０．０％ ４０．０％ ０％ 

   ①と③を比較した場合，誤答率は変わらないが，①の場合

は，すべての生徒が，内容をまったく理解していない間違い

であったのに対して，③の場合は，誤答のうち２６．７％は，

不十分ではあるものの，内容を把握していると考えられる。

このことから，低学力層の学力に向上が見られたととらえら

れる。 

  ②については，①で実施したときには誤答だった生徒のう

ち，２６．７％が正答した。また，誤答だった１３．３％の

生徒も内容は把握していながら，答え方が適切でなかった。

この誤答については，答える際に，文章中のキーワードを適

切にとらえられなかったことによるものである。これは，内

容をおおまかにとらえたり説明したりするために必要な力が

ついていないからと考える。今後はキーワードをとらえる学

習を進めていく必要がある。 

（８）成果（○）と課題（□） 

○ 無解答の生徒が減少した。これは、授業中文章から読み

取ったことを｢小集団学び｣において交流し，一人一人に

「必ず書く」という指導を続けたことで，書くことへの抵

抗感をなくすことができたためと考えられる。 

○ 国語が苦手な生徒が正解，またはそれに近い解答を書く

ことができた。それは，言葉の意味を分からせた上で，文

章をくり返しじっくり読ませる学習に効果があったためと

考えられる。 

□ ｢小集団学び｣から｢集団学び｣への授業展開について，意

見をまとめて発表する形では個々 のいろいろな意見が出に

くい。授業展開に工夫が必要である。 

□ 言葉を手掛かりに心情を読み取る学習は，言葉や表現だ

けに着目させるのではなく，叙述にそっておおまかな内容

を読み取った上で行っていくものである。今後，そのよう

な視点での授業改善を行っていく必要がある。 

記事の文章からいろい

ろな種類の語彙を取り

上げることで文章の理

解を深め，言葉の力を

つける。 

「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。でも，意外にもオ

ヤジはみんなを抱きしめてくれたんだよね。」   

 （３）〔 Ⅱ 〕には，Ｈの気持ちが入ります。あとの文

に続くように二十五字以内で書きなさい。 

 

ひとり学び 小集団学び 集団学び 



【数学】 

（１）教科の調査結果の分析 

平成２３年度「基礎・基本」定着状況調査 ３（２） 

ある数を２倍して５を加えると，もとの数の３倍にな

ります。ある数をｘとして，方程式を作りなさい。 

  平均通過率 

 Ｈ２２ Ｈ２３ 

本地域 ４６．９％ ７３．５％ 

広島県 ５６．９％ ６２．９％ 

 

「基礎・基本」定着状況調査において，一次式の加法

の計算は９２%，一次方程式を解く問題は９２%の通過率

を示している。また，文章題から数学用語，２倍，３倍，

５を加えるなどを数式で表すことや乗除の記号(×・

÷)を用いて立式することはできる。しかし，乗除の記

号を文字式の決まりに従って省く表し方になると誤答が

増える。したがって，文章問題に含まれる数量関係をと

らえ，方程式を立式する力が定着していないと考えられ

る。 

 

（２）調査結果からの課題 

  ①具体的事象の中から数量関係を見いだし，文章に表

す力 

②数量関係を式に表す力 

（３）学年  第１学年 

（４）単元の紹介 

  ①単元名 一次方程式 

  ②単元の目標 

・いろいろな数量の関係を，等式を用いて表すことが 

できる。 

・方程式とその解の意味を理解する。 

・等式の性質を理解するとともに，それを利用すれば 

方程式が解けることを理解する。 

・移項の意味を理解し，移項の考えを用いて方程式を 

解くことができる。 

・具体的な問題を，方程式を利用して解くことができ 

る。 

・方程式を利用することのよさに気付き, 方程式を 

利用して問題を解決しようとする。 

③ 単元の展開（指導計画）（全１７時間） 

次 時数 内容 

１ ４ 

等式と方程式・ 不等式 

・いろいろな数量の関係を，等式や不等式用い

て表す。 

・等式や不等式の意味を理解する。 

・方程式の解，方程式を解くことの意味を理解

する。 

２ 

 

１ 

等式の性質 

・等式の性質を理解し，それを利用して，簡単

な形の方程式を解く。 

３ ４ 

一次方程式の解き方 

・等式の性質をもとに移項の意味を理解し，そ

の考えを利用して方程式を解く。 

・やや複雑な形の方程式を解く。   

４ ５ 

一次方程式の利用 

・文章で表された数量の関係を，方程式に表

す。 

・文章題を，方程式を利用して解く。 

・方程式を利用して問題を解決するよさが分か

る。     

５ ３ 

まとめと問題 

単元テスト 

 

（５）授業改善のポイント 

ア 指導方法の工夫 

・問題作りを通して，問題文の構造を知り，等しい数

量関係に気づき方程式の立式に役立てさせる。 

・レベルに応じたワークシートを用意する。 

・小グループで問題文を考察させ，全体に説明させ

ることでその解決の方法を共有させる。 

イ 評価の工夫（評価問題，調査問題も含む） 

・授業終了時に生徒に自己評価をさせ，振り返りをさせる。 

・評価問題を作成し，単元終了後に実施して検証する。 

 ウ 家庭学習の習慣化 

・課題プリントを与えることで学習習慣をつけさせる。  

（６）授業の様子（生徒の変化） 

  ・レベルに応じたワークシートを用意したことにより， 

意欲的に学習をすることができた。 

        ・「小集団学び」での話し合いが積極的に行われ，生徒 

同士の教え合いを通し思考を深めることができた。  

  ・生徒同士お互いの意見を大切にしている様子が見えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 しっかり考えている様子    小集団の話し合いの様子 

（７）検証 〈現在の第１学年〉 

【H23基礎・基本定着状況調査問題３（２）】 

解答類型 

過去の指導 

(H23年9月) 

今回の指導後 

(H23年10月) 

正答 2x+5=3x 37.5% 61.1% 

2×x+5=3×x 12.5% 5.6% 

2x+5≧3x 12.5% 0% 

2x+5=3 0% 11.1% 

x×2+5×3 0% 5.6% 

誤答 

3(2x+5) 0% 5.6% 

無解答 31.3% 11.1% 

（８）成果（○）と課題（□） 

○ひとり学びにおいて個に応じた計算練習に取り組ま

せたことにより,簡単な文字計算は全員ができるよ

うになった。 

○スモールステップで,ことばの式をまず書いた上で数

量関係を表す活動をさせることにより,等号の関係を

不等式で表す生徒はいなくなった。 

○文字式にあった文章題作りをすることによって,数量

関係を正しく表すことができるようになった。 

□正,負の計算はできるが文字式の加減の計算ができな

い生徒が無解答になっているので,さらに文字式の加

減の計算を確実にする。 

□文字式の四則の表し方を,文章題を文字式に変える練

習を積み重ねることにより定着させる。 

ひとり学び 小集団学び 



【英語】 

（１）教科の調査結果の分析 

平成23年度「基礎・基本」定着状況調査 ６(４) 

 

（２）調査結果からの課題 

①be 動詞の疑問文と一般動詞の疑問文の作り方の違いを理解

し，正しい英文を作る力 

②do / does の使い方を区別する力 

（３）学年    第２学年 

（４）単元の紹介  

①単元名    Program 2  Let’s Enjoy Potluck Party 

②単元の目標  There構文の表現を用いて、情報を集め，正しく

書いて報告できる。 

（５）授業改善のポイント 

動詞は be 動詞か一般動詞か，主語は３人称単数か否かに注

目し正しく疑問文を組み立てる練習を，スモールステップによ

り学習者の負担を軽減しながら，繰り返し行うことにより定着

を図った。各段階において，「ひとり学び」でじっくり考えさせ,

「小集団学び」で確認しタイムレースを取り入れた習熟を図る

活動を行った。以下の２点に留意した指導の工夫を行った。 

① スモールステップによる指導 

授業の始めの復習の指導の中で，以下の第１段階から第３段

階に至るスモールステップによる指導を行った。 

 

第１段階 be 動詞の文と一般動詞の文では，疑問文の作り方

が違うことの指導 

             の使い分け 

・ヒント入りとヒントなしのワークシートを用いて指導 

 

・小集団による確認と学び合い，タイムレースを入れた 

習熟     

 

第２段階 主語が３人称単数か否かによって do / does  

を使い分ける指導 

       の使い分け 

・フラッシュカードとヒント入りとヒントなしのワーク 

シートを用いて指導     

・小集団による確認と学びあい，タイムレースを入れた 

習熟 

         

第３段階 第一段階と第二段階の両方を組み合わせた指導 

            の使い分け 

 

・ヒント入りとヒントなしのワークシートを用いて指導 

 

・小集団による確認と学びあい，タイムレースを入れた 

習熟 

② 活用することにより定着を図る指導 

絵や写真などを使って，理想の部屋について尋ねる活

動の中で繰り返し活用することを通して定着を図った。 

 

  A: Let’s talk about our dream room. 

    B: OK. 

    A: There are a lot of books in my dream room. 

       What is your dream room like? 

    B: There are a lot of flowers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）授業の様子 

  ヒントありのワークシートを用いたことにより「ひとり学

び」で低学力層の生徒が自力解決することができた。自力解決

できた自信から，その後のヒントなしのワークシート，「小集

団学び」のタイムレース，インタビュー活動，書いて報告する

活動まで，スムーズに楽しんでできた。 

 

（７）検証 

次の検証問題を実施した。 

２人の会話が成り立つように，is  / are / do / does の

いずれかを選んで書きなさい。 

(1) A: What (  ①  ) Masao and Takeshi do 

 on Sunday? 

   B: They play soccer. 

 (2) A: Let’s talk about our dream room. 

   B: In my dream room, there (  ②  ) a picture  

by Picasso. 

   A: I see.  There (  ③  ) a lot of cats in my  

dream room.  

 

 通過率 

H22  

12月 

指導直後 

H23  

５月 

 

H23 

６月 

指導直後 

H23  

７月 

 

①正答率 ８９％ ４２％ ８８％ ６２％ 

②正答率 
   

８５％ 

③正答率 
   

８８％ 

 

（８）成果（○）と課題（□） 

○ スモールステップによる指導により，低学力層にも無

理なく正しい英文を作る力を付けさせることができた。 

○ インタビュー活動，班でのグループ活動により生徒の

言語活動量を増やし，わかる喜びや達成感を感じさせる

ことができた。 

○ インタビュー活動から英作文の過程を踏むことにより，

会話文の流れを把握する問題に成果が見られた。 

□ 指導直後には８８％以上の生徒が正解しているが，時

間が経つと低下しているので，今後も繰り返し指導をし

ていく必要がある。 

次の会話文の（  ）にあてはまる最も適切な英語を，それぞ

れ下のア～エの中から選び，その記号を書きなさい。 

A: What (     ) Takuya and Masaru play on Sunday? 

B: They play tennis. 

(注) Takuya タクヤ（人名）Masaru マサル人名）tennis テニス 

   ア do     イ does     ウ is      エ are   

 H22 通過率 H23 通過率 

本地域 １６．７％ ７３．５％ 

広島県 ３０．４％ ３８．３％ 

インタビュー活動（ 話す・聞く ） 

集めた情報を報告する活動（ 書く ） 

ひとり学び 

小集団学び 

集団学び 

ひとり学び 

Do / Are 

Do / Does 

Do / Does / Are / Is 

小集団学び 

小集団学び 

小集団学び 

ひとり学び 

ひとり学び 

活用から 

個の思考

の定着へ 

個
の
思
考
 
小
集
団
に
よ
る
習
熟
 
基
礎
・
基
本
の
定
着
 


