
平成２７年度 校内研究について

研究担当：赤峰

１ はじめに

今年度は、「特色ある学校づくりサポート事業」の指定を受け、「平成２７年度佐伯市学力推進計画」

を基本に、本校での研究の具体化を進めていく。

その取組として、次の内容を中心に取り組む。

○ 学力向上に向けた校内体制の構築

○ 全教科において、１時間完結型授業の推進

○ 家庭、地域、小学校、中学校との連携

○ ゲストティーチャーや地域教材の活用

２ 研究テーマ及び研究仮説

テーマ

生徒が「わかる」「できる」と実感する授業展開

～ フォローアップの取組と、単元を見通した１時間完結型授業を通して ～

研究仮説

全教科で、つまずきの解消や学習内容の定着を目的としたフォローアップに取り組ませるとともに

単元全体を見通して、課題解決の手立てや学習の見通しを見出すことができるような授業を展開する

と、「わかる」「できる」実感を持つ生徒を育成することができるであろう。

３ テーマ設定の理由

昨年度までの成果として、ほぼすべての教師が、本時の「目標」と「まとめ」を意識した授業実践に

取り組んでおり、大分県と佐伯市が推し進める１時間完結型授業は、ほぼ定着していると言える。しか

し、国、県、市の各種調査の結果からは、学習内容が十分に定着していなかったり、前学年でのつまず

きが解消されていなかったり等の課題が見られる。これまでの授業を見直し、より「わかる」授業の実

践や、「できる」実感を持たせる取り組みが必要と言える。

授業では、提示された条件や情報の中から、大事なものを見つけたり、組み合わせたり、発見した事

柄を整理したりする作業を繰り返しながら、課題解決に取り組ませている。しかし、条件や情報が多す

ぎたり、課題解決に至るまでの道筋が複雑であったりすると、途中で投げ出す生徒も少なくない。その

解決には、単元全体を見通して、得られた情報の整理や、学習の進め方などを構造化して、課題解決に

必要な手立てや学習の見通しを見出させることが必要と考える。

一方、基本的な内容の定着が不十分な生徒へのフォローアップは不可欠である。各教科から出される

課題や生徒本人の努力だけでなく、授業中に、既習事項の復習やつまずきの解消に取り組ませることで、

「できる」実感を持たせ、学習内容の定着が図られると考える。

Ｈ２７年度 佐伯市学力向上推進ネットワーク会議

（配置校） 佐伯城南中(数学科：川野教諭) 佐伯南中(英語科：日高教諭)

（授業公開ブロック）市内全中学校

本匠小、宇目緑豊小、直川小、上野小、切畑小、明治小、鶴岡小、



４ 研究組織
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分掌２：研修

○校内研修

○学力向上

○体力向上

○指導方法工夫改善

分掌３：生徒指導

○進路指導

○生徒指導

○集会指導

○清掃指導

○給食指導

○教育相談

○特別活動

○儀式的指導

○文化的指導

○宿泊的指導

○学級指導

○生徒会指導

○部活動

分掌１：学習指導

教科等

○各教科等

○道徳教育

○人権・同和教育

○平和教育

○環境教育

○総合的な学習の時間

○特別支援教育

○キャリア教育

○図書館教育

○視聴覚教育

○情報教育



５ 言語活動のとらえ （大分県 学力向上支援教員等協議会 資料より）

○国語科

・単元を貫く言語活動を設定して課題解決的な単元展開をする。

○数学科

・必要な情報を用いて、正解を判断し、その理由を記述する問題に課題が見られる。

・問題解決の方法を数学的に説明する問題に課題が見られる。

例）

数学：切り分けた三角形の数に 180°をかけると、多角形の内角の和になる。

理科：酸素が、他の元素と結びつくことを酸化と呼び、その逆の反応を還元と言う。

バスケット：パスする方向に片方の足を踏み出し、両手首のスナップをきかせて押し出すよ

うにする。パスした後は、手のひらが外を向く。

６ 言語活動を意識した１時間完結型授業のモデル

○ 目標 →学び合い →まとめ

○ すっきり導入→じっくり錬り合い→しっかりまとめ

(1) 「まとめ」について

・授業で学んだ内容やわかった内容を生徒のことばでまとめさせることが必要である。授業で学ん

だ内容を書くことができれば、授業のねらいが達成されたことになる。

・まとめの基本的な流れ

① 授業で学んだ内容をまとめる。

② ２～３人を指名、発表させて、まとめの交流を図る。

③ 教師がまとめの例を発表する。

※ 生徒のまとめが、感想の発表では意味がない。

「内角の和の求め方がわかった」× 「連立方程式が解けるようになった」×

※ 生徒が考える（まとめをする）前に、教師がまとめを書いては意味がない。

「今日のまとめは、・・・・」と、知らせることはさける。

※ 授業で学んだ語句や式、表現などを用いて、根拠を明確にしてまとめる。

「切り分けた三角形に 180°をかけると、内角の和になることがわかった」○

「係数の絶対値をそろえるために、式を何倍かすると連立方程式を解くことができる」○

※ 「まとめ」をする練習の必要性→パターン化が必要。

①「 をそろえるために、 すると で解くことができる」

係数の絶対値 両方の式をそれぞれ何倍か 加減法

下線にあてはまることばを埋めなさい。

②「数と数の関係は、 」

文字を使うと簡単に表すことができる

次の文に続けて、まとめを書きなさい。

③「素数」「積」というキーワードを用いてまとめなさい。（２０字以内）

「素因数分解は、素数の積であることがわかった」

④「授業の要点を箇条書きにする。」

文字式の決まり ①「×の記号は省略」 ②「数字が前」 ③･･･

⑤ ノーヒントで文章にまとめさせる。･･･生徒をここまで高めたい。

各教科に応じた表現を用いて、根拠を明確にし、

説明し伝え合う活動の重視
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目標

ま
と
め
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まとめから逆算して

授業を構成する!!



(2) 「目標」の設定

・目標の基本的な流れ

① 目標を設定する。

② 本時で学習する内容を簡潔に説明する。（見通しを持たせる）

③ 必要に応じて、既習事項や重要語句を示す。

・「まとめ」とつながった「目標」にする。

・授業のねらいを明確にし、学習を進める上での留意点を提示する。その際、できるだけ簡潔で

わかりやすい言葉で表す。

例） ○○を理解しよう。 ○○を作ろう。

・学習を進める上での見通しや、ポイントなどの留意点も示す。

例） 「１年生で習った○○を思い出しながら」

「完成した形（最終的な形）は、○○になります」

※ 新出語句は使わない。文を簡潔に!!

「素因数分解を理解しよう」 「自然数を積の形で表そう」

① 約数 ② 積

「素因数分解とは、素数と素数の積であることがわかった」

(3) 「学び合い」

・教科や単元に応じて、「学び合い（展開）」の内容は、異なるが、構造化したり、生徒の考えや

既習事項・情報を整理したりするなど、生徒が思考する上で、学習の見通しを持つことができ

るような工夫する。

(4) 授業展開のモデル（昭和中モデル）

時間 内 容

フォロー

アップ

低学力の生徒のつまずきの解消が主たる目的である。小テスト、口頭による確認、

板書等、形式は自由とする。

既習事項の復習や定着度の低い内容の復習、基礎・基本の確認、暗記事項の確認。

目 標

すっきり導入

本時の目標の設定

授業のねらいを明確にし、学習を進める上での留意点を提示する。

授業の流れの見通しを提示する。（何を学ぶのか、どんな活動をするのか）

学び合い

じっくり

錬り合い

教科、単元に応じて、「学び合い（展開）」の内容は異なるが、構造化したり情

報を整理したりする等の学習の見通しを持たせるような工夫をする。

課題の提示･･･課題から読み取った内容（わかった内容）を整理して示す。

考える ･･･個々人の考えをもたせる手立ての提供、個の考えを持たせる支援、

代表的な考え方の抽出

出し合う ･･･解決の手順・思考の過程の整理、図式化、言語化、聞き合う指導、

説明する際に必要な力（表現力）の指導、話し合うときの視点の

指導

比較検討の視点の確認･･･共通点、相違点、抽象化、発展性、有用性等

板書とノートの連動 ･･･１時間の授業がノートの見開き２ページに収まること

を基本に板書の構成を工夫する。

まとめ

しっかり

まとめ

本時のまとめ･･･わかったことやできるようになったことを、ノートに書かせる

本時の振り返り ･･･演習問題を解かせ、定着を図る。

目標

キーワードは、

下段に書く。

２分

以内

教材に適した

思考ツール

の活用を!!



(5) 言語活動をさせる際の留意点

○ 生徒の考えや意見を発表させることを、授業中に取り入れる。その際、以下の点を意識させなが

ら、発表させる。

① 根拠や理由を明確にすること

例） グラフが直線だから、１次関数である。

○○行目に、「～～」と書かれているから、～～と思います。

② 必要な語句な用語（キーワード）を用いて答えさせること

例） 変化の割合、酸化・還元、植民地支配･･･等

③ 語尾の統一

理由を問う場合「～～になった理由を答えなさい。」 ･･･ ○○であるから、～～です。

目的を問う場合「～～にする目的を答えなさい。」 ･･･ ○○であるため、～～です。

※ 生徒の発言が、言語活動とは限らない場合は、板書、ホワイトボード、模造紙等を使って、

図・表に表すことも可とする。

(6) 言語活動の活動場面

(7) 言語活動を取り入れた場合の課題（悩み）

従来型の授業

取り組んでみたが、期待した活動ができない。

・授業時間が不足する。

・話し合い（班活動）の時間が、かかり過ぎる。

・話し合い（班活動）が停滞する。活発でない。無駄話が多い。

・生徒が考えることができない。（課題をどうやって解決するか、見通しが持てない）

・ホワイトボード（模造紙）に書くことができない（考えをまとめられない）

・発表させても、声が小さい、自信を持って発表できない。

言語活動に消極的

教師

個人

課題の提示

・解答を予想する

・誰かに伝えたい

・正否の判断を仰

ぎたい

・他の人の考え方

を聞きたい。

ペア・班

構想を練る。

考えを述べ合うことで･･･

・根拠が明確になる。

・根拠を組み合わせて考える

・根拠を整理する。

・根拠を取捨選択する。

・順序立てて考える。

・新しく発見する。

・関連付けて考える。

・関係を探る。

・他の人の説明に付け加える

補足する。

・納得する。

ペア・班・個人

発表する。

・過不足なく説明する。

・曖昧さをなくす。

・筋道立てて説明する。

・順序立てて説明する。

・根拠を明確にする。

・無駄な内容を無くす。

根拠･･･統計資料、グラフ、

公式、定理、図、実験結果、

アンケート結果、他

・色、レイアウト、大きさ

などの工夫

思考

判断

表現



(8) 言語活動を取り入れる際のポイント

ポイント その１ 「時間の確保」

① 教師の説明を通りやすくする。

・生徒の「目」と「耳」を教師に集める

りする生徒がいると、２度、３度、同じ説明をしなければならず、時間の無駄になる。そこで、

説明を１度で済ますためにも、

② 説明や指示は、１度だけにする。

・「～～を解くためには、さっき

・「○○さん、例１を読んで下さい。もう一度、△△さん、読んで下さい。

では、最後に、先生が

※ どうしても、説明を加えたり、読んだりしなければならない場合は、

重要なポイントだけにしぼる。

③ 板書をノートに書き写す時間を短縮する。

・複雑な図やグラフは、プリントを配布し、ノートに貼れるようにする。

きるように、余白は切り取る。

ポイント その２ 「視点や答え方」

① 指示や説明を明確にする。

・「～～を、まとめなさい。」

「～～を、考えなさい。」

「～～を、調べなさい。」

「～～を、読み取りなさい。」

「～～を、話し合いなさい」

「～～を、説明しなさい。」

② 初めに、考える際のポイントや視点（見通し）を持たせる。

・「年代ごと（未成年者、働き盛り、高齢者）の割合

注目して･･･。」

・「人口ピラミッドの形が違う原因を、

時代の背景を考えて･･･。」

③ 解答の例を示す

・「○○の割合は多いが、☆☆は少ない」

・「男性と女性の割合を比べると・・・である」

・「～～～が発達したから」

④ 実験、観察、実習、作業をさせる際のポイントを示す。

・「変化を記録しなさい。」では、何を記録すればよいか、明確でないので、事前にポイントを示

したプリントなどを準備しておく。

・「色の変化、匂いの変化、温度の変化、時間の変化、状態の変化（泡、光など）」

・口頭による説明だけでなく、

・「○○は、～～になるように」…実物の例を示す

⑤ 語尾の統一

・「～～の理由を答えなさい。」・・・「○○である

・「～～の目的を答えなさい。」・・・「○○する

言語活動を取り入れる際のポイント

「時間の確保」

教師の説明を通りやすくする。

生徒の「目」と「耳」を教師に集める。一人でも、聞いていなかったり、別の作業をしていた

、２度、３度、同じ説明をしなければならず、時間の無駄になる。そこで、

説明を１度で済ますためにも、聞き逃すことがないようにする。

説明や指示は、１度だけにする。

さっき説明しましたが、もう一度説明します。」

・「○○さん、例１を読んで下さい。もう一度、△△さん、読んで下さい。

では、最後に、先生が、もう一度読みます。」

どうしても、説明を加えたり、読んだりしなければならない場合は、

重要なポイントだけにしぼる。

板書をノートに書き写す時間を短縮する。

・複雑な図やグラフは、プリントを配布し、ノートに貼れるようにする。

きるように、余白は切り取る。（地図、統計、表、イラストなど）

「視点や答え方」

指示や説明を明確にする。

・「～～を、まとめなさい。」

「～～を、読み取りなさい。」

「～～を、話し合いなさい」

「～～を、説明しなさい。」

初めに、考える際のポイントや視点（見通し）を持たせる。

年代ごと（未成年者、働き盛り、高齢者）の割合に

・「人口ピラミッドの形が違う原因を、1920 年、2015 年という

を考えて･･･。」

・「○○の割合は多いが、☆☆は少ない」

・「男性と女性の割合を比べると・・・である」

・「～～～が発達したから」

実験、観察、実習、作業をさせる際のポイントを示す。

・「変化を記録しなさい。」では、何を記録すればよいか、明確でないので、事前にポイントを示

したプリントなどを準備しておく。

・「色の変化、匂いの変化、温度の変化、時間の変化、状態の変化（泡、光など）」

・口頭による説明だけでなく、ICT 機器（実物投影機等）も活用して、重要なポイントを示す

○○は、～～になるように」…実物の例を示す

・「～～の理由を答えなさい。」・・・「○○であるから」

・「～～の目的を答えなさい。」・・・「○○するため」

明確でないために、生徒はどうしたらよいか迷

ってしまいます。また、教師が、再度説明を加

える（班を回りながら、後追いの説明）場面が

ありますが、時間の無駄です。

。一人でも、聞いていなかったり、別の作業をしていた

、２度、３度、同じ説明をしなければならず、時間の無駄になる。そこで、

」

・「○○さん、例１を読んで下さい。もう一度、△△さん、読んで下さい。

・複雑な図やグラフは、プリントを配布し、ノートに貼れるようにする。ノートに貼ることがで

・「変化を記録しなさい。」では、何を記録すればよいか、明確でないので、事前にポイントを示

・「色の変化、匂いの変化、温度の変化、時間の変化、状態の変化（泡、光など）」

機器（実物投影機等）も活用して、重要なポイントを示す

明確でないために、生徒はどうしたらよいか迷

ってしまいます。また、教師が、再度説明を加

える（班を回りながら、後追いの説明）場面が

ありますが、時間の無駄です。

重複した説明

や指示をしな

い。



ポイント その３ 「話し合いのルールの確立」

① ペア活動について

・小学校と違い、中学校の机の配置は、隣の生徒と離れている場合が多い。そのため、隣の生徒

と話し合いをさせる場合、声が聞き取りにくくなる

そこで、ペアで話をさせる場合は、距離を近付けるように指示をする。

② 班活動について

・班の場合は、話し合うルールと司会者

を事前に決めておく。

・「お客さん化」を防ぐために、全員が

一度は発表するチャンスを持つ。

・「～～～までは、わかった」「～～になるかもしれない」という回答でもよしとする。

・話し合うための材料を出し合うという姿勢が大切。解答までたどり着けなくても OK。

・ホワイトボード（模造紙）に記入させる際には、記録者も事前に決めておく。

・発表する生徒も決めておく。（輪番制？）

③ ホワイトボードの活用

・ホワイトボードとマーカーは、書き間違っても容易に書き直しができる。

・A３の白紙をラミネートしたものでも可。

ポイント その４ 「発表しやすい雰囲気作り」

① 発表する姿勢を徹底する。

・発表させる際には、手を挙げさせる。指名されたら起立して、大きな声で発表する。

・ため口や馴合いの言葉は指導する。

② 間違いを許し合える雰囲気作り

・間違ったからといって、馬鹿にしたり、嘲笑しない。見つけたら、指導する。

・「間違った答えは、誰もがつまずきやすいポイントを示してくれた、』と、とらえて、同じよう

なミスをしないためには、どうすればよいか』を、全員で、学び直す絶好のチャンスである。

(9) その他

○ 問題演習や作業が終わったかどうかの確認をする。

・どの程度、正解したか、どの生徒が終わっていないか等を、挙手させて確認する。

○ 活動が早く終わった生徒への手立てを準備する。

・時間を持て余すと、私語、落書き、手遊びにつながり、学習規律が保てなくなくなる。

・「早く終わったら、ワークの○○ページを解きなさい」等

○ ボード、写真、資料は掲示する。

・ボード等を持って、「～～に書かれているように･･･」と説明すると、ボードが動くために、生

徒の視線が落ち着かない。マグネット等で固定する。

○ 板書とノートの一体化

・板書が、ノートの見開き２ページに納まるように工夫する。

７ 言語活動を通して仲間作りを

言語活動は、ペア活動や班活動が中心です。

高い生徒･･･理解したことを、わかりやすく説明することを通して、学んだ内容を整理し直す。また、

説明がわかってもらえたことで、「達成感」につながる。

低い生徒･･･説明を聞くことで、理解を深める。また、気軽に質問できるため、つまずきの解消を図

る。説明を聞き、「わかった」という「自尊感情」を育むことができる。

「○○さんの説明はわかりやすい」など、信頼関係が育まれ、仲間作りにつながると思われる。生徒

の能力に左右されるが、生徒同士による「個に応じた指導」も期待できる。

例 司会者の指示に従う

１ 一人一人、順番に発表する（交流する）

２ みんなの意見を基に、班の考えをまとめる

３ 学級に発表する。



板書指導案の形式

月日(曜) 限 学年・学級 生徒数 教科（教室・場所） 職・指導者名 摘要（T.T等）

月 日( ) 限 年 組 名 （ ） ・

単元名（題材） （ ）
主眼

評価規準

本時で学習する内容を

簡潔に説明し、授業の

見通しを持てるように

する。

必要に応じて、既習内

容や重要語句を示す。

① 課題解決に向けて

○ 解決のための手立て、ヒントな

どを示す。

○ 筋道立てた構成にする。

○ 既習内容、新たにわかったこと

などを整理して示す。

○ 重要語句や公式などを示す。

② 言語活動に向けて

○ 班での活動内容を示す

○ 班での考えと個人の考えの比

較・検討場面

少人数指導あ

るいは、Ｔ・

Ｔ指導を記載

する。

観点及び評価規準

目標と連動したまとめにする

例）

① 穴埋め形式にする。

② キーワードを用いる。

③ 書き出しを示す。

④ 時数制限を設定する。

⑤ 内容によっては箇条書

きも可とする。

本時の振り返り・問題演習

目 標 学び合い

まとめ


