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都道府県・ 都道府県・ 研究課題番号・校種名 ２ 中学校
43 熊本県

指定都市番号 指定都市名 教科名 国語

研究課題 新学習指導要領の指導状況及びこれまでの全国学力・学習状況調査結果か

ら，新学習指導要領の趣旨等を実現するための教育課程の編成，指導方法

等の工夫改善に関する実践研究

①「Ｃ 読むこと」領域において，課題解決的な言語活動を通して，生徒が

主体的に学習に取り組みながら思考・判断・表現する単元の研究

学校名（生徒数） 山鹿市立 山鹿中学校（６６５人）
ふりがな やまが やまが

所在地（電話番号） 熊本県山鹿市山鹿４４６番地（0968-43-1185）

研究内容等掲載ウェブサイトURL http://jh.higo.ed.jp/yamagajh/

研究のキーワード

○既習事項の活用（既習事項を系統的に位置付けた年間指導計画，振り返りノート）

○主体的な学習 （言語活動を取り入れた授業，考えの広がり・深まりのある学び合い）

研究成果のポイント

○「振り返りノート」の活用により，これまでの学習で身に付けた知識や技能を活用しなが

ら課題を解決しようとする生徒の姿を見ることができるようになった。

○単元を貫く言語活動を取り入れた授業を行うことにより，学習の見通しをもち，主体的に

学習に取り組む生徒の姿が見られるようになった。

１ 研究主題等

（１）研究主題

生徒が既習事項を活用しながら，主体的に学習に取り組む指導方法等の実践的研究

（２）研究主題設定の理由

平成25年度の全国学力・学習状況調査において，国語Ａの平均正答率は全国平均にほぼ

等しく（本校75.6％，全国76.4％ ，国語Ｂの平均正答率は全国平均をわずかに上回る結）

果（本校68.6％，全国67.4％）であった。しかし，文章の内容について根拠を明確にして

自分の考えを書くこと（Ｂ２三）や，文章の構成や表現の特徴を捉えること（Ｂ３一）に

。 ，「 」 ， ，ついては課題がある そこで 読むこと において 目的をもって学習に取り組んだり

既習事項を活用して自ら課題を解決したという実感を生徒にもたせたりする必要があると

考え，本研究主題を設定した。

（３）研究体制

本校国語科の教員（５名）を中心に研究及び授業実践を行う。本校校内研究テーマ「既

習事項をいかし，主体的に学ぶ生徒の育成～山鹿中学校学習モデルの取組を通して～」と

関連する部分においては本校研究部と連携を図る。また，山鹿市教育会中学校国語部会と

の連携も図りながら研究を推進する。

国立教育政策研究所

教頭 学力向上校長 研究推進委員会 国語部会主幹教諭 プロジェクトチーム

熊本県教育委員会・山鹿市教育委員会 山鹿市教育会中学校国語部会



（４）１年間の主な取組

４月 ○研究の構想，計画（校内国語部会の定期的な実施）

○既習事項を系統的に位置付けた年間指導計画の作成

５月 ○生徒の実態調査（ 国語の学習に関するアンケート」第１回実施）「

６月 ○研究授業「ぐうちゃんへの返事を書こう」

（ アイスプラネット」光村図書 国語２）「

○研究授業「 月の起源を探る』を読んで批評文を書こう」『

平 （ 月の起源を探る」光村図書 国語３）「

成 ○先進校視察及び各研究大会への参加（～11月）

26 ８月 ○１学期のまとめ，年間指導計画の見直し

年 10月 ○研究授業「登場人物の気持ちを考えて，物語の続きを書こう」

度 （ 星の花が降るころに」光村図書 国語１）「

※山鹿市教育会国語部会公開授業○研究授業「筆者の立場で父親に手紙を書こう」

（ 字のない葉書」光村図書 国語２）「

11月 ○研究授業「ある日曜日の記録文を書こう」

（ シカの落ち穂拾い」光村図書 国語１）「

12月 ○生徒の実態調査（ 国語の学習に関するアンケート」第２回実施）「

○研究のまとめ

２ 研究内容及び具体的な研究活動

（１）研究内容

生徒が既習事項を活用しながら，主体的に学習に取り組む指導方法等について実践的研

究を行う。研究の柱と主な取組は次の通りである。

研究の柱 教 師 生 徒

既習事項を系統的に位置付けた
① 既習事項の活用 振り返りノート

年間指導計画

考えの広がり･深まりのある
② 主体的な学習 言語活動を取り入れた授業

学び合い

（２）具体的な研究活動

① 既習事項の活用

ア 既習事項を系統的に位置付けた年間指導計画

各学年の指導事項に基づき，身に付けさせた

い力を確実に習得させることができるように，

「Ｃ 読むこと」領域における既習事項を確認

し，それを系統的に位置付けた年間指導計画を

作成する。

イ 振り返りノート

生徒が既習事項を活用しながら学習を進めた

り，身に付けた力を自覚したりすることができ

るように，学んだことを自分の言葉でまとめ，

整理・蓄積するための「振り返りノート」を作

成し活用する。

ノートの左頁は，その単元の学習を進める上

で必要な基礎的・基本的な知識・技能や学び方

を記したプリントを貼る。

右頁は，三段に区切って使用する。上段は， 【振り返りノート】右頁



その単元の学習を通して学んだこと，できるようになったことを自分の言葉でまとめ

る。中段は，他の単元（文章）で学んだことを書く。下段は，一年間の学習のまとめ

として，自分が読んだ文章（本，新聞等）で学んだことを書くようにする。

また，一年の最後には 「私が国語学習で学んだことを伝えよう」という単元を設，

定し，振り返りノートを見ながら，この一年間で学んだことを互いに交流し合う学習

を予定している。

② 主体的な学習

【実践例１】

○単元名 「登場人物の気持ちを考えて，物語の続きを書こう」

～描写から人物の心情を想像する～

第１学年「Ｃ 読むこと （ 星の花が降るころに」光村図書 国語１）」「

○単元の設定

本単元では 「登場人物の気持ちを考えて，物語の続きを書こう」という言，

語活動を通して，第１学年「Ｃ 読むこと」の指導事項「ウ 場面の展開や登場

人物などの描写に注意して読み，内容の理解に役立てること 」に重点を置き。

ながら，指導事項「エ 文章の構成や展開，表現の特徴について，自分の考え

をもつこと 」及び「ア 文脈の中における語句の意味を的確にとらえ，理解。

すること 」を指導する。。

ア 言語活動を取り入れた授業

この作品は，結末がありきたりではなく，生徒自身に考える余地が残された表現に

なっている。そこで，登場人物の気持ちを想像して，この後，作品がどう続いていく

， ， ，かを考え 物語の続きを書くという言語活動を設定し 作品の楽しさを味わいながら

生徒の主体的な読みを進めていきたいと考えた。

そこで，単元の最初に目的となる活動を示し，物語の続きをイメージしてメモを書

かせた。そして，行動や情景描写から登場人物の心情を読み取る学習を進めながら，

毎時間のまとめとして「物語の続きメモ」を見直し加筆修正する活動を取り入れた。

この「物語の続きメモ」を積み重ねていくことにより，続き話が少しずつ出来上がっ

ていくよう工夫した。

イ 考えの広がり・深まりのある学び合い

続き話を書くという目的をもって文章を読むことを通して，場面の展開や登場人物

の心情などを主体的に捉え，その解釈を互いに交流し理解を深めるよう指導した。グ

ループで考えを交流する際には，ホワイトボードを間に置き，まとまった考えを記入

させた。さらに，ホワイトボードを黒板に掲示して学級全体の交流を行い，自分の考

えを深め広げることができるようにした。また，続き話を書いた後，互いの文章を交

流する時間を設定した。グループで互いの文章を読み合い，なぜそのような続き話に

なったのかという理由についても交流させた。

【実践例２】

○単元名 「筆者の立場で父親に手紙を書こう」

～筆者の思いを読み取り，自分の考えをもつ～

第２学年「Ｃ 読むこと （ 字のない葉書」光村図書 国語２）」「

○単元の設定

，「 」 ，本単元では 筆者の立場で父親に手紙を書こう という言語活動を通して

第２学年「Ｃ読むこと」の指導事項「エ 文章に表れているものの見方や考え

方について，知識や体験と関連付けて自分の考えをもつこと 」に重点を置き。

ながら，指導事項「イ 文章全体と部分との関係，例示や描写の効果，登場人

物の言動の意味などを考え，内容の理解に役立てること 」を指導する。。



ア 言語活動を取り入れた授業

言語活動例「ア 詩歌や物語などを読み，内容や表現の仕方について感想を交流す

ること 」から 「筆者の立場で父親に手紙を書こう」という言語活動を設定した。。 ，

筆者の立場で父親に手紙を書くという言語活動を通して，筆者が父親をどのように見

ていたか，父親に対してどのような思いをもっていたかを考えさせた。さらに，書い

た手紙を基に互いの考えを交流するようにした。

イ 考えの広がり・深まりのある学び合い

父親に対する筆者の思いと自分の思いを比較できるように，それぞれを数値化し目

に見える形で表した。さらに，友達の考えとも比較できるよう，グループ及び全体で

交流する活動を設定した。交流の後，他の人と共感できたことや自分の考えが変わっ

たことなどを書き，考えの深まりを生徒が自覚できるようにした。

３ 研究の成果と課題

（１）成果

① 「国語の学習に関するアンケート」の結果を見ると 「国語の授業で目的に応じて資，

料を読み 自分の考えを話したり 書いたりしている ５月64.6％→12月70.5％ 国， ， 」（ ），「

， ， 」語の授業では どのように学習を進めていくか 見通しをもって学習に取り組んでいる

（５月59.3％→12月78.4％ 「国語の授業では，これまでの学習で身に付けた知識や），

技能を活用しながら，課題を解決しようとしている （５月76.2％→12月82.4％）など」

の項目で伸びが見られ，生徒の国語学習に対する意識が高まっていると考えられる。

② 【実践例１ 「登場人物の気持ちを考えて，物語の続きを書こう」では，登場人物の】

気持ちを想像して，この後，作品がどう続いていくかを考えるという言語活動を通して

物語の続き話を書いた。その続き話の内容が，他の登場人物等に対する「私」の考え方

。 「 ，の変化を捉えているかどうかで評価した 第１時で予想した続き話の評価は Ａ…0％

Ｂ…10.3％，Ｃ…89.7％」であった。しかし，学習後の評価は「Ａ…20.5％，Ｂ…71.8

％，Ｃ…7.7％」であり，生徒が既習事項を活用しながら，主体的に学習に取り組んだ

効果が表れていると考えられる。

③ 【実践例２ 「筆者の立場で父親に手紙を書こう」では，父親に対する筆者の思いを】

捉え，筆者の立場になって手紙を書くという言語活動を通して，父親に手紙を書いた。

その手紙の中で，暴君であった父親に対する思いと二つのエピソードに出てくる家族愛

にあふれた父親への思いが表現されているかどうかで評価した。評価の結果は 「Ａ…，

44.0％，Ｂ…50.7％，Ｃ…5.3％」であった。言語活動を取り入れた授業を行い，生徒

が目的をもって意欲的に学習に取り組んだ効果が表れていると考えられる。

また，この単元は，山鹿市教育会中学校国語部会の協力を得て，他中学校でも同じ言

語活動を通して実践し，言語活動の成果物（父への手紙）を提供してもらった。多くの

評価資料を分析し評価することで，より客観性のある評価をすることができた。

④ 言語活動を取り入れた授業づくりを行ったことによって，授業の中で言語活動を通し

て思考力・判断力・表現力等を育むという教師側の意識化を図ることができた。また，

既習事項を系統的に位置付けた年間指導計画を作成したことで，一年間の見通しをもっ

て授業をすることができた。

（２）課題

① 「振り返りノート」は，生徒が学んだことを自分の言葉でまとめ，整理するようにし

たが，既習事項の整理の仕方や検索機能についてはさらに工夫が必要である。

， ，② 単元を貫く言語活動を設定する際 日常生活と結び付いた必要性のある課題を設定し

生徒の学習に対する意欲を高めていく必要がある。

（３）指定期間終了後の取組

① 研究の成果や課題を山鹿市教育会研究部会等で報告し，今後も山鹿市全体で指導方法

等の工夫改善に関する研究を進める。

② 本校ホームページに実践報告（単元構想表，指導案，研究の資料等）を掲載し，研究

の成果を広く発信する。


