
社会を生き抜く確かな学力を
育成する授業の創造

～国語科における思考力・判断力・表現力等の育成～
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南大隅町立根占中学校



学校紹介

・鹿児島県肝属郡南大隅町

・３校が統合し，平成10年４月開校

・生徒数 118人

・教職員数 19人 （令和３年度）

学校教育目標
「社会を生き抜く確かな学力と豊かな心を持つ，

たくましい生徒を育成する」



平成31年度全国学力・学習状況調査（国語）

領域 本校 県 全国

全体 66％ 70％ 72.8％

「読むこと」 58.5％ 68.8％ 72.2％
全国・県平均と比
べて，－10ポイン
ト以上

本校の課題１ 「読むこと」領域の正答率が低い



平成31年度全国学力・学習状況調査（国語）

全ての問題で全
国・県平均を上回
る無解答率

出題の趣旨 本校 県 全国

文章に表れているもの
の見方や考え方につい
て，自分の考え方をもつ

2.4％ 1.6％ 1.7％

話合いの話題や方向を
捉えて自分の考えをもつ 17.1％ 9.5％ 8.9％

伝えたい事柄について，
根拠を明確にして書く 14.6％ 7.5％ 7.9％

本校の課題２ 記述式問題の無解答率が高い



理科担当

テスト問題や実験につい
ての記述を適切に読み取る
ことに課題がある。

数学担当

問題の文章の中から、適切
な数値を選択し，式をたてる
ことに課題がある。

社会担当

何を問われているか分かって
いない。必要な情報を活用する
ことに課題がある。
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本校の課題３ 出題内容や必要な情報を適切に把握できない



令和元年度 鹿児島学習定着度調査結果から

中１ 本校 県

基礎・基本 78.2％ 82.8％

思考・表現 57.4％ 72.6％

中２ 本校 県

基礎・基本 80.7％ 78.1％

思考・表現 50.6％ 66.4％

中１，中２ともに思
考・表現の通過率が県
平均と比べて－10ポイ
ント以上



本校の課題４ 国語の学習成果が日常生活に生かされず，
語彙の力も不十分



視点１ 国語科における学習指導の改善

視点２
他教科の学習指導改善と

教科等横断的な指導法の工夫

視点３ 教育課程の工夫・改善

実践研究の視点 １「読むこと」領域の正答率が低い
２ 記述式問題の無解答率が高い
３ 出題内容や必要な情報を適切に把握できない
４ 国語の学習成果が日常生活に生かされず，語彙の
力も不十分

４つの課題



実践研究の構想図



視点１ 国語科における学習指導改善



１ 「読むこと」領域における思考過程を振り返らせる

手立てを講じた授業実践

視点１ 国語科における学習指導の改善１－１

(1)平成30年度「授業アイデア例」をもとにした授業実践

・「問いの答えを見つける」ための手掛かりになる

箇所に印を付ける。

・問いに対する答えにたどり着くまでの思考過程を

まとめ，お互いに説明し合う。
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平成30年度 授業アイデア例（中学校 国語）

（国立教育政策研究所教育課程研究センター）

視点１ 国語科における学習指導の改善１－２



各自で問題に取り組んだ後，答え
にたどり着くまでの過程を互いに説
明し合う
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視点１ 国語科における学習指導の改善１－３
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視点１ 国語科における学習指導の改善１－４



【生徒の声】

・どのように考えると答えにたどりつけるか分かった。

・自分のつまずきが分かった。

・問題の見落としが少なくなる。

・答え方のミスが減る。

・普段，いい加減に読んでいたと分かった。
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視点１ 国語科における学習指導の改善１－５

１ 「読むこと」領域における思考過程を振り返らせる

手立てを講じた授業実践の成果



(1) グループでの話合いの様子を動画で記録する。

(2) 動画を見て，自分の発言を振り返る。
ア 話題や展開を捉えた発言 イ 根拠を明確にした発言

ウ よりよい話合いにするために，どんな発言ができたか

エ なぜその発言をするとよかったのか

(3) 振り返った内容について，グループで交流する。

視点１ 国語科における学習指導改善の２－１

２ 「話すこと・聞くこと」領域における，話題や展開を捉えて

話し合い，互いの発言を結び付けて考えをまとめる実践
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令和３年度 授業アイデア例（中学校 国語）

（国立教育政策研究所教育研究センター）

視点１ 国語科における学習指導改善の２－２



(1) グループでの話合いの

様子を動画で記録する。

視点１ 国語科における学習指導の改善２－３



(2) 動画を見て，自分の発

言を振り返る。

・話題や展開を捉えた発言

・根拠を明確にした発言

・よりよい話合いにするため

に，どんな発言ができたか

視点１ 国語科における学習指導の改善２－４



(3) 振り返った内容につい

て，グループで交流する。

視点１ 国語科における学習指導の改善２－５

相手の発言を受けて，話題
を広げたりすることができ
ていなかった。
みんな，それぞれの意見を
言っているだけだった。



２ 「話すこと・聞くこと」領域における，話題や展開を捉えて

話し合い，互いの発言を結び付けて考えをまとめる実践の成果

視点１ 国語科における学習指導の改善２－６

・ 話題や展開を捉えた発言の難しさについて自覚できて，次の話し合

い活動への意欲が高まっていた。

・ 根拠を明確にした発言が成されていた。主張と根拠の関係について

改めて自覚できていた。



学習材名 言語活動

朝のリレー 作者の立場で読者にメッセージをおくる

オオカミの友だち オオカミの立場で日記を書く

空中ブランコ乗りのキキ 人物評を書く

字のない葉書 家族をテーマにスピーチをする

食感のオノマトペ 図表から読み取ったことを説明する

竹取物語 話のおもしろさを紹介しよう

玄関扉 三角ロジックを用いて主張文を書こう

記述への抵抗を減らすため，表現する活動を継続して行っている。

視点１ 国語科における学習指導の改善３－１

３ 自己の考えを表現する場を設定した授業実践



視点１ 国語科における学習指導の改善３－２



これまでの実践例（1年生）

① 考えたことを表現する。
② 共有し，考えを深める。

「竹取物語」のおもしろさを紹介しよう生徒作品

視点１ 国語科における学習指導の改善３－３



（1年生 『玄関扉』）

設問

筆者は，日本で外開きのドアが定着し

ていった理由をどう考えているか。生

活様式の面から三つ，生活習慣の面か

ら一つ挙げ説明せよ

視点１ 国語科における学習指導の改善４－１

４ 解答類型を伴う評価問題の作成と活用



視点１国語科における学習指導の改善４－２



５ 語彙の力を高める取組（コラム学習） ・家庭学習と月曜
朝の１０分間
・地方紙のコラム
を週末に配付
・意味調べと短文
作り（週末課題）
・コラム学習の時
間に要約
・国語の時間や朝
夕の短学活で意見
交流

視点１ 国語科における学習指導の改善５－１

新聞記事



視点１ 国語科における学習指導の改善５－２

ｃ
ｃ



コラム学習で身に付けた語彙が国語の授業以外で生かされた場面

ア 文化祭のふり返り（中２）

イ 道徳の授業のふり返り（中２）

視点１ 国語科における学習指導の改善５－３



視点２ 他教科における学習指導の改善と
教科等横断的な指導法の工夫



視点２ 他教科における指導法の改善と教科等横断的な指導法の工夫 社会科－１



視点２ 他教科における指導法の改善と教科等横断的な指導法の工夫 社会科－２



生徒の学習の様子（タブレット画面を保存したもの）

視点２ 他教科における指導法の改善と教科等横断的な指導法の工夫 社会科－３



正解だったけど，改めて
詳しく見てみると，資料
と，選択肢のつながりが
はっきりするね。

なんで，この選択肢はまち
がっているの？ああ，なる
ほど。あいまいに読んでた。

問題の読み取り段階のつまづきを解消

資料についてより深く解釈

視点２ 他教科における指導法の改善と教科等横断的な指導法の工夫 社会科－４



視点２ 他教科における指導法の改善と教科等横断的な指導法の工夫 数学科



解答状況を分析し，意図的なグループ編成を行う。タブレットを用いて，グ
ループワークに取り組ませ，資料（文章や図，グラフ）のどこに着目して答
えを導き出したのか，手掛かりとなった箇所に印を付けさせる。

解答類型の作成によって，テストの事後指導のスタイルが変化



全教科で共通して，
記述式問題の解き方を指導

視点２ 他教科における指導法の改善と教科等横断的な指導法の工夫 「記述式問題の解き方シート」



視点２ 「記述式問題の解き方シート」活用例１



視点２ 記述式問題の解き方シート活用例２



視点３ 教育課程の工夫・改善



視点３ 教育課程の工夫・改善 １

国語科の実践を，他教科に広げ，教育課程に位置付ける



例）1年生歴史的分野 「ユーラシアの動きと武士の政治の展開」

視点３ 教育課程の工夫・改善 ２



視点３ 教育課程の工夫・改善 ３

「根拠を明確にする」という点では，国語の学習を生かせ
ていたが，やはり，「展開を捉える」，「意見をまとめ
る」という点に課題意識を感じていることが分かった。

⇒ 補充指導を行い，来年度は国語科で１学期のうちに全学年
で話合い活動を行う。社会科においても，１学期の国語の学
習後に話合い活動を行う。



視点３ 教育課程の工夫・改善 ４



視点３ 教育課程の工夫・改善 ５



実践研究の成果と課題



領域 本校 県 全国

全体 66％ 70％ 72.8％

「読む
こと」

58.5％ 68.8％ 72.2％

領域 本校 県 全国

全体 63.0％ 64.0％ 64.6％

「読む
こと」

48.6％ 48.5％ 48.5％

平成31年度 令和３年度

全国－13.7％ 県－10.3％ 全国＋0.1％ 県＋0.1％

全国学力・学習状況調査「読むこと」領域の正答率の変化



全国学力・学習状況調査記述式問題の無解答率の変化

出題の趣旨 本校 県 全国
文章に表れている
ものの見方や考え
方について，自分の
考え方をもつ

2.4％ 1.6％ 1.7％

話合いの話題や
方向を捉えて自分
の考えをもつ

17.1％ 9.5％ 8.9％

伝えたい事柄につ
いて，根拠を明確に
して書く

14.6％ 7.5％ 7.9％

出題の趣旨 本校 県 全国
話合いの話題や
方向を捉えて，話
す内容を考える

2.7％ 3.0％ 3.4％

書いた文章を互
いに読み合い，文
章の構成の工夫
を考える

5.4％ 7.4％ 8.5％

文章に表れてい
るものの見方や考
え方を捉え，自分
の考えを持つ

18.9％ 23.0％ 24.1％

伝えたい事柄が
相手に効果的に
伝わるように書く

13.5％ 9.2％ 9.7％

平成31年度 令和３年度



【教師の学習指導改善】
○ 語彙に注目することで，生徒の読む力の個人差や困難さを理解できた。
○ 授業者が発する言葉や，示す文章にも，生徒が理解できるかどうかと
いう視点を入れられた。
○ 板書の説明や難しい漢字が出てきたときに，意味を説明するなど，配
慮した。
○ テストで何を問われているのか，どのような解答を要求されているの
か考えさせた。

○ 国語科の話し合いに関する指導事項を意識して，自分の授業の話し合
い活動に生かすことができた。

【生徒の学ぶ姿】
○ 自分の考えを述べる力がついてきている。
○ 文章題に粘り強く取り組む生徒が増えた。

職員アンケートから 成 果



△ 個人差が大きく，全体指導でどのぐらいのレベルに
合わせるのか，判断が難しい。
△ 個別指導の時間を確保することが難しい。
△ 学んだ語彙を，家庭学習や日常生活で使えないが，
どのような手立てが考えられるか悩んでいる。

職員アンケートから 課 題



【成果】

○ 国語科の授業では，概ね，目的に応じて読むことができ

ている。３年生は，コラム学習で学んだ言葉や表現などを

日常に生かせている。

○ 「記述式問題の解き方」の共通実践は，約９割の生徒が，

効果を実感していることが分かる。

○ チャレンジタイムは，特に３年生で力が付いたと実感し

ている生徒が多かった。自由記述の中には，「他教科にも

チャレンジしたい」という意見もあった。

生徒アンケートから



【課題】

△ １・２年生では目的に応じて読むことができておらず，

今後も丁寧な指導を心がける必要がある。

△ コラム学習で学んだ言葉や表現などを生かして，更に

教科の枠を越えた指導を充実させていく必要がある。

△ 「記述式問題の解き方」の共通実践は１，２年生の自由

記述の中に「線を引くことで解く時間が足りなくなる」

といった意見もあり，あくまで手段としてとらえ，指導

方法も実態に合わせて検証しなければならない。

生徒アンケートから


