
教科（各教科） 

「一人一人に確かな学びの力を育む教科指導の在り方」 
～生徒がイキイキ，ワクワク参加する授業を目指して～ 

                        函館市立的場中学校 

学 級 数  １１ 

（校長 藤井 壽夫） 
Ⅰ 主題設定の理由 

学校教育法の改正や学習指導要領の改訂，「全国学力・学習状況調査」の結果などにより，求められる

学力が明らかになり，学校教育では，学力向上の取組の検証と改善が求められている。     

本校においても平成 19 年度から,「確かな学びの力」をはぐくむことを目指して,生徒の学ぶ意欲の向

上を図り,活気ある授業づくりを目指してきた。その結果，学習活動に積極的に取り組む生徒が増えるな

どの成果があった一方で,いわゆる「学力の二極化」の傾向や,基本的な学習習慣が十分身に付いていない

生徒への対応が課題となった。また,生徒同士のかかわり（コミュニケーション）によって形成される人

間関係や,生徒一人一人の家庭での過ごし方なども，学力向上のために，改善を図ることが必要となった。 

そこで,家庭と連携を図った取組による生活習慣や学習習慣の改善を基盤として，生徒同士の交流を生

み出す言語活動や体験的・問題解決的な学習，繰り返しの学習や学び直しの機会を位置付けた授業実践が

本校の学校課題の改善につながると考え，本主題を設定した。 

  

Ⅱ 研究の全体構造 

学校教育目標 

○深め合う生徒（探究心） ○磨き合う生徒（豊かな人間性） ○鍛え合う生徒（健やかな体） 

 

 

 

【研究主題】 

『一人一人に確かな学びの力を育む教科指導の在り方』 

～生徒がイキイキ，ワクワク参加する授業を目指して～ 

 

重点教育目標 

他者とのかかわり合いから確かな力を育む 

【仮説１】教え合いや学び合いの活動を取り入れることで,よく考えて表現する力をはぐくむとと

もに,互いに認め合い高め合う意識を高めることができる。 

【仮説２】体験的・問題解決的な学習の場を設けることで,学習に対する意欲や主体性を高めるこ

とができる。 

【仮説 3】繰り返しの学習や学び直しの機会を位置付けることで,基礎的・基本的な知識や技能の

確実な定着を図ることができる。 

研究内容【具体的な手立て】 

① 言語活動を位置付けた   

単元構成の工夫 

 
・交流活動を充実させる授業形態や 
学習環境，教材・教具の工夫 

・多様な表現方法の工夫や発表の仕 
方の指導 

・自他のよさや改善点がわかる評価 
方法やワークシートの活用 

  

② 体験的・問題解決的な学習を

位置付けた学習展開の工夫 
 
・生徒主体の学習活動の設定,自力解
決の保障 

・操作活動や体験的な活動の工夫 
・実生活や経験と結び付く学習活動 
の工夫 

 

③ 自主的,自発的な学習を促
す「スパイラルな学び」の
構想 

 
・繰り返しの学習や学び直しの機会
の位置付け 

・選択教科やTTの効果的な活用 
・各種調査結果などの分析による課
題把握と適切な課題設定 

・努力を要する生徒に対する手立て
の工夫 

④ 学力を支える基盤をより確かにする取組 

○生活実態調査  ○朝読書  ○家庭学習の定着（チャレンジタイムなど）  ○長期休業中の補習  



Ⅲ 研究の概要 

１ 言語活動を位置付けた単元構成の工夫（研究内容①）  

思考力,判断力,表現力を身に付けるためには,言語活動の充実が肝要である。それは,国語科の中で 

身に付けた言語能力を各教科等の多くの場で繰り返し使うことによって，より確かなものになる。また,

生徒同士の交流の場が多く生まれることからも,コミュニケーションの力が身に付くことにより,より

よい人間関係が形成されるとともに,多面的な見方や考え方が養われ，学力の向上につながると考え,次

のような工夫を行った。 

（１）交流活動を充実させる授業形態や学習環境の工夫 

実践例１ 課題解決のために交流を必要とする課題提示の工夫（第 1 学年 美術科） 

教材名：「１００色色相環に挑戦！！」～色彩学習のまとめとして～ 

 育みたい力 生徒の学びの活動 教師の働きかけ 

課

題

把

握 

つながるとき ・100 色色相環づくりの目的と方法

を理解する。 

◎ 課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・既習事項を想起させ，学習活

動の見通しをもたせる。 

 

課

題

解

決 

かたちづくる 

とき 

 

 

 

 

 

 

ひびきあうとき 

・混ぜる量を考えながら,色作りを楽

しむ。 

・微妙な色の違いに注意しながら,グ

ラデーションになるように色づく

りをすすめる。 

・班の中の他の人の色も気にしなが

ら色作りをすすめる。 

・班の中で順に並べてみる。 

・99 本を色相環になるように話し合

いながら並べる。 

・ワークシートに感想を書き込む。 

・色作りの基本を確認しながら

廻る。 

・周りを見ながら作業を進める

ように指示する。 

 

・色の濃さや透明感を確認させ

る。 

 

・全体を把握しながら,色相環に

なるように指示する。 

 

 （２）自他のよさや改善点がわかる評価方法やワークシートの活用 

実践例２ 文楽を題材にした,工夫したワークシートをもとに交流する授業（第 3 学年 音楽科） 

教材名： 文楽『平家女護島』より『鬼界が島の段』 近松門左衛門 作 

学 習 活 動 □教師のかかわり ◇評価 

◎ 本時の学習目標 

 

 

 

○ 場面の登場人物の心情と太夫,三味線,人形の

動きのかかわりについて,グループごとに自分

たちなりの解釈を発表し,交流する。 

○ 他のグループが取り組んだ内容についての解

釈を参考にして,鑑賞する。 

○ ワークシートに太夫と三味線,人形の動きのか

かわりについてまとめる。 

 

 

 

 

□発表時に各グループの解釈についての 

質疑応答を適宜行い,必要に応じて補足

説明を加える。 

 

 

◇場面における太夫と三味線,人形の動き

のかかわりを考え,文楽のよさや美しさに

ついての理解を深めている。 
 

 

「クラス全員で話し合い,協力

して 100 色の輪をつくりあげ

よう。」 

 

【評価】 
・班の人と話し合い,混色したり色の

順番を考えたりできたか。 
・クラス全員で一つの色の輪を作り

上げる楽しさを知ることができた

か。 

◎一人の作業ではなく,周りの

仲間と話し合ったり協力した

りしないと,解決することので

きない課題を設定した。 

◎グループ毎に作成したワー

クシートを,三味線と謡で実際

に演奏し,それを鑑賞し合う。 

協同的に学ぶ学

習課題を設定す

ることにより，一

人一人の生徒が

既習事項を生か

して考え，交流す

ることができた。 

登場人物の心情と太夫,三味線,人形の動きのかかわりについて,自分た

ちなりの解釈を交流し,文楽のよさや美しさについて理解を深めよう 



２ 体験的・問題解決的な学習を位置付けた学習展開の工夫（研究内容②）  

中学校においては，知識を得るだけではなく，日常生活や社会生活に生きて働く力を身に付けさせるた

めの学習活動が求められている。体験的・問題解決的な学習は，これまで理科や美術科,技術家庭科,保健

体育科などで主に行われているが,どの教科でも工夫をする必要がある。また,体験的な学習を位置付けた

学習では，生徒が主体的に学び，実感を伴った理解を促す上での効果が高いと考えられる。さらには,こ

のような学習は自主性や学習意欲の向上にもつながると考え,次のような工夫を行った。 

（１）実生活や経験と結びつく学習活動の工夫 

実践例３ ロールプレイングを通して学びを実感させる学習活動の工夫（第２学年 家庭科） 

教材名：「消費者としての自覚をもとう」 

 学 習 活 動 ○教 師 の か か わ り 

評価規準 ☆努力を要する生徒への手だて 

つ

か

む 

◎課題 

 

○劇をするにあたっての注意点や,ロールプ

レイングを観るときの観点を説明する。 

 ・商法についてわかったか？ 

 ・気をつけなければならない点は何か？ 

深

め

る 

・ロールプレイングの発表をする。 

 １班 点検商法 

 ２班 デート商法 

 ３班 ホームパーティー商法 

 ４班 催眠商法 

 ５班 霊感商法 

 ６班 悪質な訪問販売 

・発表班以外はﾌﾟﾘﾝﾄに記入していく。 

○発表の進行をする。 

 

 

 

 

☆発表の雰囲気作りに努める。 

 

○各班の発表への評価を行う。 

ま

と

め

る 

・ワークシートを記入する。 

 

 

・本時のまとめを行う。発表をふり返る。 

 

 

☆今日の感想を記入させる。 

○シェアリングを行う。 
 

（２）操作活動や体験的な活動を位置付けた授業の工夫 

実践例４ 五感を活用させる学習活動の工夫（第３学年 国語科） 

教材名：「折節のうつりかはるこそ」 

 学 習 活 動 ○教 師 の か か わ り 

評価規準 ☆努力を要する生徒への手だて 

つ

か

む 

◎課題 

 

・ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨの「春」を聴き,表現されてい

る物を聞き取る。 

 

 

○鳥の声と嵐が表現されていることを確認す

る。 

深

め

る 

・本文の読解（春に関する記述に注目する） 

・語句の確認（古語辞典） 

 

 

 

・春を表現する記述にふさわしい色画用紙

を選び,音読に逢わせて提示する。 

 

 

 

・自分たちと兼好の表現を比べる。 

 

 

 

☆「～どうした」「どのように」の部分に注目

させる。 

 

 

 

 

☆周りの生徒と相談させる。 

 

 

春に対する兼好のすてき

な表現を読み味わおう！ 

自然,音楽,古典の

それぞれから五

感を使って春を

実感することで

古典に親しもう

とする気持ちを

高めることがで

きた。 

◎視覚によって古語の表記を読解し表現

する。 

◎聴覚によって春を聞き取る。 

【読むこと】兼好の春の感じ方を

読み取ることができる。（ﾜｰｸｼｰﾄ） 

【関心】読み取った季節感を積極

的に色に置きかえようとしてい

る。（観察） ◎前時の学習で,校庭に出て五感を使っ

て春を感じ表現させてある。 

兼好の表現の仕方は

とても工夫されてい

るなあ！でも,春らし

さを感じるものは僕

たちと同じだよね。 

悪徳商法から身を守ろう！ 

 

消費生活学習に

おいて実践的・体

験的な学習活動

を取り入れるこ

とで,習得した知

識や技能を確か

な学びの力とし

て,実生活につな

げることができ

た。 

だます方は,いろい

ろと巧妙な手口をた

くさん考えているか

ら,大人になったら

だまされないように

気をつけよう。 

【関心】悪質商法について関心を

持ち,劇の発表に積極的に取り組

む。（観察） 

【知識・理解】劇の発表を通して

悪質商法の例を理解する。（ﾜｰｸｼｰﾄ） 



３ 自主的,自発的な学習を促す「スパイラルな学び」の構想（研究内容③）  

本校生徒の大きな課題の一つとして，いわゆる「学力の二極化」がある。特に，理解や意欲が不十分な生

徒の場合,つまずきの度合いや習熟の程度に個人差が大きいため,そのような生徒の学習意欲の向上と,基礎

的・基本的な知識や技能の定着を図るために,次のような工夫を行った。 

（１）学び直しの機会を位置付けた学習活動の工夫 

実践例５ 既習事項の確認を通し,新しく学習するグラフを予想させる授業の工夫（第３学年 数学科） 

題材名：「関数
2axy = のグラフ（導入）」 

主な学習活動・内容 教師の働きかけ●T1（T2） 評価規準 

◎課題１ 

・これまで学習してきた関数を思い出す。 

比例・反比例・１次関数・関数
2axy =  

・グループでまとめて発表する。 

・自分たちのグループのまとめと比べて,確認

する。 

◎課題２ 

 

●作業方法の確認。 

 

 

●机間支援（机間支援・発表

生徒の補助） 

 

関心 

ｸﾞﾙｰﾌﾟで協力して,学

びあいを行っている

か。（ﾌﾟﾘﾝﾄ観察・行

動・発言・つぶやき） 

 

 

 

 
 

（２）選択教科やTTを有効に活用する工夫 

   ・選択教科において,習熟別の学習や選択学習を取り入れている。そのことによって,通常の一斉授業

だけでは解決が難しい課題（課題の難易度の差・理解の差・興味や関心の差）が解消され,学習意欲

の向上につながっている。 

・数学科と英語科においてTTを取り入れている。普段の授業では目の行き届かない生徒や,理解に時

間を要する生徒に対する適切な支援となっている。 

 

４ 学力を支える基盤をより確かにする取組（研究内容④）  

学力向上の取組は,各教科による授業工夫が主となるが,学習習慣の定着や学習意欲の向上など，いわ

ゆる「目に見えにくい学力」の定着も大切であると考え,次のような工夫を行った。 

（１）「生活実態調査」による規則正しい生活習慣定着の工夫 

   ・自分の1日の過ごし方を毎日記録させることで,食事や睡眠,家庭学習などの改善が図られる。 

（２）落ち着いた環境での学習と情操を培う「朝読書」への取組 

   ・朝の帯時間の10分を利用して朝読書を毎日行っている。 

（３）「チャレンジタイム」を主とした家庭学習の工夫 

・学習委員会の活動として,年に数回,漢字や英単語の書き取りを宿題として2週間行わせる。 

（４）長期休業中の補習 

・各学年や部活動単位での,長期休業中の補習を行っている。 

 

Ⅳ 成果と課題 

○ 成果 

・各教科で言語活動を位置付けた授業を展開することによって,生徒の言語能力や,コミュニケーショ

ン能力が向上してきた。 

・体験的な活動を取り入れることで,学習意欲が向上し生き生きと学ぶ生徒が増えてきた。 

・毎日の朝読書により,ほとんどの生徒が,1時間目から落ち着いた様子で授業に臨むようになった。 

・チャレンジタイムや各教科での工夫した宿題により,家庭学習の習慣が少しずつ身に付いてきた。 

・選択教科やTTを有効に活用することで,下位の生徒の学習意欲の向上が図られた。 

● 課題 

・「生活実態調査」や「チャレンジタイム」などをより有効に機能させ,学校と家庭との連携を図る必

要がある。 

・より重点化した指導を行うために,単元もしくは年間を通した教科指導計画の工夫が必要である。 

これまで学習した関数について,まとめてみよう。 「学び直し」の時

間を設けること

で,基礎・基本の定

着や,苦手意識を

持つ生徒の授業

への意欲的な参

加を図ることが

できた。 既習の関数と比較しながら，関数 2axy = のグラ
フの形について考えよう。 

◎１・２年生で習った関数

について,自力で再確認

させる。 


