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研 究 概 要
１ 研究主題

分かる喜び，できる喜びを実感する授業の構築

～読解力と説明力の向上を目指して～

２ 主題設定の理由
(1) 社会的要請，学校教育目標から

本校学区の偉人である石川理紀之助の言葉に「遠国のことを学ぶには先ず自国の

ことを知れ」がある。

この言葉には本校に対する２つの教えがあると解釈できる。

１つは，言語についてである。言語活動は，生徒が知識・技能を習得したり，思

考・判断・表現したりするもの全て言語であり，集団での人間関係づくりの基盤で

もある。学校教育において，国語を正しく理解し，用いて，言語に関する能力や豊

かな心を育むことがますます重要となっている。また，生徒が，国語を活用し，情

報を読み解き，精査する読解力と獲得した知識を批判的に捉える思考力の育成を図

ることが期待されている。

２つは，分かることについてである。本校は，昨年度から「分かる喜び」を研究

主題に掲げてきた。生徒は，授業で「分かった」，「できた」と満足な表情を浮か

べることも多くなった。しかし，小テストや単元テストを行い，課題の文脈を変え

たり，解き方の説明を求めたりすると答えられない生徒が多い。このような生徒は，

授業で扱った課題の解き方が解けただけである。これでは，テスト等の場面で，ど

んな問題に適応できて，どんな問題に適応できないか，問題自身をも記憶する必要

があり，新しい問題に対して，それぞれ別々な方法を次々に詰め込まなければなら

ない。基盤となる基礎的・基本的な知識・技能とは，課題を解決したり，内容を理

解したりするときに，どんな方法を使うかということだけでなく，なぜそうなるか

も知ることで，習得できる。知識基盤社会や高度情報化社会が急激に進む現代にお

いて，生徒が自分自身で，それに適応していくことができるような基本的な概念を

形成し，必要に応じて基礎概念をつなぎ，概念の拡張をして，自分の言葉で発信す

ることが求められている。

本校の教育目標である「夢に向かって 本気に生きる 今を」は，今を大切にし

て，夢をもち，将来の職業や生活を見通して，自立的に生きていくために，新しい

未知の課題に試行錯誤しながらも，他者と協力して，より高いレベルの課題に果敢

に挑戦していかなければならない生徒の「生きる力」を育むことを願ったものであ

る。

(2) 生徒の実態から

平成２５年度県学習状況調査の結果から，認知面に関しては，昨年度より県平均

に近づいてきているものの，全体として県平均よりも低い値となっている。全ての

教科の共通点として文章を読み取る力と思考したことを自分の言葉で説明する力が

弱いことが分かった。情意面に関しては，学校のきまりや友達との約束を守って生

活をしており，全体的には落ち着いた学校生活を送っていることが分かった。

また，授業において，学習のめあてをもって取り組んでおり，勉強が好きだと肯

定的に回答している生徒の割合が増えている。家庭学習の時間も県平均よりも長く，

学習に意欲的に取り組んでいることが伺える。一方，各教科の嫌いな理由として，

考えるのが面倒であると回答している生徒の割合が県平均よりも高くなっている。

授業がよく分かると捉えている生徒や，ふだんの生活で勉強が役立つと考えている

生徒の割合が低いことも分かった。

本校独自に実施している授業に対する生徒の評価の結果から，教師は授業の要点

などのまとめを工夫していたと肯定的な回答した割合に比べ，生徒がノートやシー

トに要点やまとめを工夫して書くことができたと肯定的な回答した割合が低くなっ

ている。
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生徒は勉強が好きで，授業でもめあてをもって臨み，授業内でめあてを達成して

充実感をもっているが，学習状況調査やテスト，日常生活の課題では，文脈や状況

を理解し，既習の知識・技能を活用し，思考したことを自分の言葉で説明できてい

ないことが浮かび上がる。

このことから，分かる喜びやできる喜びを実感するためには，言語活動を充実さ

せ，基本的な知識・技能の確実な習得と既習の知識・技能の活用や探究を相互に関

連し合って，理解を深め，自分の言葉で発信することが求められる。

これらのことを受け，本研究主題を設定した。

３ 研究仮説
生徒が「分かる喜び」，「できる喜び」を実感する授業とは，既習の基礎的・基本

的な知識・技能を活用したり，組み立てたりして，初めて見るような問題であっても

解決ができる活動場面があることと捉える。

生徒が，授業において獲得する概念を構成したり拡張したりするためには，課題や

文脈を把握し，協同による活動を通して，学んだことや体験したことなどを整理し，

価値付けして，それを授業のまとめとして言葉で表すための言語能力を育むことが求

められる。また，授業における言語活動は，理解の促進だけではなく，温かな人間関

係づくりを促進し，教室の集団内で一人一人が認められるための活動を通して，自己

有用感の醸成を図ることができると考える。

授業のめあて（課題）の提示場面において，生徒が自分自身で，課題や文脈を把握

するためには読解力が必要である。この読解力を高めるために，知的好奇心が湧くよ

うな教材や実社会との関連を図った教材などを用いて，めあてを達成したいという意

欲を高め，自力解決できるような支援の工夫が必須である。

思考力，判断力，表現力を育成するためには，協同による活動を取り入れ，集団に

よる最近接発達領域の考えを用いて，生活の中で活用できる知識・技能を定着させる

ことにより内発的な学習意欲を高め，知と活動の総合化を図り，生徒の主体的な学習

を導くことが必要であると考える。また，協同による活動を通して，自分の役割をも

ち，粘り強く課題に取り組み「分かる喜び」，「できる喜び」を実感することで，成

就感を得られ，積極的に未知の問題に立ち向かう自信が得られる経験を多く積み重ね

ることで自己有用感を醸成することができると考える。

学ぶ喜びを体感するためのまとめや振り返りとは，キーワードを用いて，同化しや

すいように自分なりの留意点を加えて記述したり，協同による活動で協議した内容や

思考した内容を分類・整理して，これまでの基礎的・基本的な知識・技能がどのよう

に拡張したかを加えて記述したりすることと考える。

授業における温かな人間関係づくりとは，多様な他者の考えや立場を理解し，相手

の意見を聴いて自分の考えを正確に伝えることができるとともに，間違いを恐れずに

自分の意見を述べることと捉える。

以上のことを踏まえて，めあての提示場面，自力解決の場面，協同による活動の場

面，まとめや振り返りの場面で言語活動を充実させることにより，分かる喜び，でき

る喜びを実感する授業を構築することができると考える。

○ 仮説検証をするための具体的な研究の進め方

① 協同による活動の工夫

② めあて（課題）の提示の工夫

③ まとめや振り返りの記述の工夫

④ 評価の工夫（指導との一体化）

↓↓↓

諸検査の結果やアンケートを実施し，変容を見る
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４ 今年度の重点と具体的施策
(1) 日々の「分かること」の積み重ね

授業における「めあて（課題）の提示」，「自力解決」，「協同による活動」，「ま

とめや振り返り」の場面において，言語活動を充実させることで，想起させ，関連

させることができる基礎概念の習得や思考力・判断力・表現力を育成する。そこで，

本校では，教科の専門性や独自性等を生かしながら，日々の授業を「つかむ」，「見

通す」，「深める」，「広げる」の４つの基本的な学習過程に分けている。

①年間指導計画

②既習事項記載
年間指導計画

①評価規準表

②生徒学習評価

既習事項

授 業

つかむ

見通す

深める

広げる

・学習のねらい
の明確化

・ミニテスト

・自分の力で
考える

・協同による
活動

・まとめ

・確認テスト
・振り返り

基本的な学習過程教師

・既習事項
・ヒント
・注意事項
・キャリア

カウンセリング
・基礎的内容

の定着
・ゼガルニック

効果

生徒

・気付き
・疑問
・理解事項
・説明補足
・学習整理

「吹き出し」の活用

次時の授業

チャレンジノート

・授業のまとめ
・単語，漢字練習
・基本練習問題
・難問に挑戦
・宿題
・調べ学習

評価問題の活用

・全国学力・学習状況調査
・県学習状況調査
・全校学習状況調査
・単元評価問題

指導計画 評価計画



- 44 -

(2) めあて（課題）の提示の工夫

授業のめあて（課題）は，大きく分けると２つに分類できる。１つは，基盤とな

る基礎的・基本的な知識・技能を理解することである。文脈を読み取る力や系統性

のある新しい学習内容，将来や実社会で役立つ知識などがあり，社会において自立

的に生きる基盤として，実生活において不可欠であり常に活用できるようになって

いることが望ましい知識・技能である。授業では，生徒が系統性を見据え，変化に

対応できる知識・技能を習得することをねらっている。１つは，基盤としての基礎

的・基本的な知識・技能を関連付けて，思考力，判断力，表現力を育み，概念の拡

張をねらったものである。

(3) 協同による学習の充実

分かる喜びを実感できる授業を構築するためには，下の図のように，「生徒」，「課

題」，「ツール」，「ルール」，「集団」，「協同活動・学習形態」への配慮が求められ

る。

協同による学習が成立するための条件は，ある学習者の学びが別の学習者の学び

をもたらすこと，学びの成果を集団全員が説明できること，集団に一人一人が平等

に参加していること，学級全体で同時に活動をすることがある。

① 課題について

学習意欲を引き出す教材として，好奇心や活動動機，矛盾など学習意欲を高

める方法は多く存在している。その中から授業の目的に応じた教材を開発して

いく。また，学んだことを活用する教材や学習過程の工夫として，実社会との

関連を図った教材を用いたり，身近な問題点を取り上げたりすることで，学ぶ

ことの意義や有用性を味わわせる。

② 集団による生徒の主体性を育むためのツール

学習過程におけるツールは，思考力・判断力・表現力であり，各教科・領域ご

とに違う内容になる。例えば，概念・法則・意図などを解釈し，説明したり活用

したりすることや互いの考えを伝え合い，自らの考えや集団の考えを発展させる

ことなどがある。

③ 道徳性を取り入れたルール

学習指導要領（道徳）において，授業における話合い活動に関係する内容は以

下のものがある。

「２ 主として他の人とのかかわりに関すること」

「４ 主として集団や社会とのかかわりに関すること」

また，学習習慣表にある「話し方・聞き方」を教師と生徒が共に取り組むべき

内容として捉え実践する。

さらに，道徳の授業においても上記の２つの項目を重点とすることで，生徒は，

道徳的価値及び人間関係を深く考え，人間としての生き方について自覚を深め，

学校生活において道徳的行為を主体的に選択することができるようになる。

ツール

課題生徒

協同による活動
学習形態

道徳性を取り
入れたルール

温かな雰囲気
のある集団
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④ 温かな雰囲気のある集団

正しく生きていく上で不可欠な不易な価値観を学校教育全体の活動で育むこと

が大切である。とりわけ自主・自律・奉仕といった道徳性と，他人の考えを尊重

し，相手の考え方も受け入れることができるという協力性，たくましく生きるた

めの健康や体力が不可欠である。自己を理解し，他者をあたたかく受け入れるた

めに学級・学年を中心とした協同による活動を多く取り入れる必要がある。

⑤ 協同による活動活動・多様な学習形態

協同による活動活動とは，活動のねらいに応じて，話し合いや協同学習をしか

けることである。活動のねらいには，「知識の定着確認」，「多様な考え方の受容」，

「批判的思考による自己の考え方の改善」，「部分的の知識の集合から，一般化

を図る」などがある。協同による活動では，生徒に，他者の意見を聞いてみたい，

一緒に考えてみたいと思えるような状況をつくり出し，ジグソーによる活動や付

箋紙による活動を取り入れて言語活動の充実を図ることができる。

授業における協同による活動を通して，課題を解決する場面において，生徒同

士が建設的に関わり合っているか，粘り強く課題に取り組んでいるかなど，教師

がグループでの活動をよく観て，支援することで，ねらいを達成し，キャリア発

達を促進することをねらっている。

(4) 授業のまとめの記述の工夫について

基盤的理解である学習した基礎的・基本的な知識・技能のまとめ方とは，キーワ

ードを用いて，同化しやすいように自分なりの留意点を加えて記述することである。

学ぶ喜びを味わえる関係的理解のまとめ方とは，獲得した基礎的・基本的な知識・

技能を関連付けて，協同による活動で協議した内容や思考した内容を分類・整理し

て，これまでの基礎的・基本的な知識・技能がどのように拡張したかを加えて記述

することである。

(5) 授業の振り返りについて

本校の振り返りとは，授業のねらいに則して記述するものである。振り返りのね

らいは，生徒のメタ認知を促進することである。授業の振り返りでのメタ認知には，

次の４つのことがある。

① 自分自身についての振り返り

自分自身についての振り返りとは，自らの認知活動を正しくモニターしたり，

教師や級友から褒められたり，認められたりしたことを記述することである。こ

のメタ認知を育むことで，生徒の自己有用感を醸成することができる。例えば，

「今日のめあてである～ができた，うれしい」や「○○さんにやり方を説明する

ことができた」という振り返りである。

② 他者についての振り返り

協同による活動において，グループ内の生徒の他者の活動を見て，認めてあげ

ることで得られる知識である。例えば，「○○さんは，課題を聞いて，すぐに自

分のアイディアを出せる，すごい」や「○○さんが司会をして，みんなから意見

をよく聞いていた」という振り返りである。

③ 課題についての振り返り

既に獲得している知識と比較し，覚えやすいや間違えやすいなどの評価に関す

る知識である。例えば，「並列・直列つなぎは，水路の水車の位置の違いのモデ

ルで表すと覚えやすい」や「陸上のハードルは，普通に走るときとは歩幅が違う

ので，気を付けたい」という振り返りである。

④ 課題解決の方略についての知識

特定の目標やその下位目標を達成するために，既に獲得している基礎的・基本

的な知識・技能の利用の仕方に関する知識である。

例えば，「（２ａ＋３ｂ）－（ａ－ｂ）ができるためには，－（ ）のはずし

方をもっと練習していきたい」という振り返りである。
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(6) 評価の工夫（ねらい，指導との一体化）

① 短期の評価（単元テスト，ミニテスト）

短期間の定着の程度をみる。定着が不十分であれば，問題練習の時間や次章に

入る前などに復習をする。

② テストについて

・４月上旬に学習に関する認知面と情意面，性格等を測定するテスト（ＷＡＴ）

を第１学年実施し，２，３年生では，３月に行った実力確認テストの学び直し

のテストを実施する。

・定期テストは４回実施する。

・公立一般選抜入試の日に，１，２年生も実力テストを実施する。

・３年生の実力テストは年間９回程度実施する。

・テスト勉強強調期間の際に，保護者から家庭学習を点検してもらい，生徒，保

護者，教師による学びを協同体制をつくる。

・テスト勉強強調期間の際に，放課後も学習相談を行う。

③ テストの振り返り

・国や県の学力・学習状況調査や定期テストの終了後に定着の程度の低い内容を

見い出し，学習相談や家庭学習において学習内容の徹底を図る。

④ 生徒による授業の評価

・前期と後期の２回実施し，本校の研究内容を「先生」と「自分」について，聞

いているものであり，先生方の授業改善に活用するものである。


