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は　じ　め　に

　一昨年、市教育委員会から研究委嘱を受けた時、自分の脳裏に浮かんだことは「い
いチャンスを頂いた。この研究で本校職員の力量向上、教師力を高めることができれ
ば、東山中学校のさらなる発展のいい機会になるのでは！」という思いであった。
　今、学校は、次々と押し寄せる教育改革の波に翻弄されている。そうした教育改革
の波だけでなく、日常的に発生する諸問題にも早急な対応を迫られている。学習意欲
の低下、道徳意識の欠如、人間関係の希薄、コミュニケーション不足から生ずるトラ
ブル、いじめ・不登校の問題、また、最近急浮上してきたインターネット、携帯電話
等を媒介とした諸問題の数々、さらには保護者への対応等、その多忙さは一向に減少
の兆しを見せない。しかし、我々教師は、そんな中にあっても、教育公務員として奉
職した限り、少しでも子どもたちのために日々の研修に努めなくてはならない。毎日
の激務の中から、それら諸問題を解決しつつ、いかに子ども達の夢を育んでいくかを
考えなければならない。
　本校の教育目標は、「心身ともに健康で、たくましい日本人の育成」である。そし
て、本校の研究テーマ「心豊かで、活力ある生徒の育成」も、当然その教育目標に準
じたものとなっている。このことは、教師自ら「心豊かで、活力ある日本人」とし
て、毎日を明るく前向きに、真摯に学び続ける姿勢が求められているといえる。この
二か年に及ぶ我々の地道な努力、日々の研修が、一人一人の教師力向上に貢献し、生
徒のため、地域のため、学校のためになったものと信じている。
　教育の先達が残した「一人を粗末にしたとき、教育はその光を失う」を肝に銘じ、
一人一人の子どもを大切にしていくという教育の原点に、今一度立ち戻って、今後と
も日々の実践を推し進めていきたい。そして、地道であるが、進取の精神を忘れず、
日々、努力できる前向きな教師集団を、これからも目指していきたい。

校　長　　松本　美登志　
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　研究主題

心豊かで、活力ある生徒の育成
－思考・判断・表現を促す「言語活動の充実」を通して－

１　主題設定の理由

　　研究主題に込めた私たちの願い

　　生徒の実態（○良さ　●課題）
　日々の様子の観察や学校評価から、次のような生徒の姿が浮かんできた。

①学校のきまりや約束事を守り、落ち着いて生活しようとしている。
②「授業に集中して取り組めている」と自己評価している生徒は８割にのぼる。
③一問一答の質問や、知識を問う質問については、意欲的に発言しようとする。
❶課題に対して自分の思いや考えを論理的に述べることが苦手である。
❷級友の考えや行動に関心をもち、協働的に物事を創りあげようという姿が少ない。
❸少し難しい課題や、根気のいる課題を避け、取り組みやすい方法、すぐに終わ
る方法を選ぼうとする。

　中学校卒業を迎えたとき、生徒には一人の社会人として自立し

ていってほしい。そのために、まず私たちは教科指導において、

次の姿を求めていこうと考えた。

　　教科指導におけるめざす生徒の姿

思考力・判断力・表現力を発揮し、仲間とともに課題を解決していく生徒

　　なぜ「言語活動の充実」か
○言語の役割から　　　　　　　　　　　　　○学習指導要領から

　生徒が現状を把握し、思いや考えをふくらませ、それを伝え合いながら級友とともに課

題を解決していくために、言語を運用する力を高めていく必要がある。しかし、話す・聞

く・書く・読むという言語を使った学習活動は日常的なものである。「活動あって学びな

し」にしないために、私たちは言語活動を次のようにとらえ、「言語活動の充実」を合い

言葉に授業づくりを進めることにした。

言語活動とは
　思考・判断・表現を促す学習活動を「言語活動」と考える。

「言語活動」は、その目的により二種類に分けられる。

①思考・判断・表現の基盤となる知識・技能の習得を中心とした言語獲得活動

②獲得した知識・技能を活用して課題解決することを中心とした言語操作活動

　※②を行うには①が必要。②を行う中で①に戻ることもある。

言語活動の充実とは
　「言語活動」を通して、学習内容を自覚して使う良さや楽しさを実感できる場を工夫す

ることと考える。

　なお、ここでの学習内容とは、教科固有の知識・技能、ものの見方や考え方を表す。

　学校の教育活動を進めるに当たっては，各学校
において，生徒に生きる力をはぐくむことを目指
し…略…その際，生徒の発達の段階を考慮して，
生徒の言語活動を充実するとともに，家庭との連
携を図りながら，生徒の学習習慣が確立するよう
配慮しなければならない。
（第1章総則　第1　教育課程編成の一般方針）

　各教科等の指導に当たっては，生徒の思考力，
判断力，表現力等をはぐくむ観点から，基礎的・
基本的な知識及び技能の活用を図る学習活動を重
視するとともに，言語に対する関心や理解を深
め，言語に関する能力の育成を図る上で必要な言
語環境を整え，生徒の言語活動を充実すること。
（第4　指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項）

表　現
「思考・判断」した内容を可視化すること。

「表現」しようとするなかで、「思考・判断」が促される場合もある。「思考・判断」した内容は

「表現」することで他者の目に触れ、交流を通してその適否や価値が検討される。

判　断
学習内容などの情報をもとに、ある事柄につ

いて選択したり価値づけたりすること。

思　考
学習内容をもとにして、イメージを想起した

り、論理的な道筋を立てたりすること。

生徒の学習を支
えるものは、言
語を運用する力

心豊かな生徒の姿

他を思いやる 共感する

想像する 創造する

活力ある生徒の姿

打ち込む 試行錯誤する

伝え合う
協働的に
取り組む

　言語による

・状況･条件の理解

・論理的な思考･判断

言語による
コミュニケーション
・話す
・聞く
・書く
・読む
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２　研究仮説
　生徒が学びの意義や喜びを感じられる授業をしたい。そのために、これまでの私たちの

授業の進め方を見直し、「言語活動の充実」に迫るためのポイントを４点考えた。

　　「言語活動の充実」のポイント

学びの成果や意義の実感
言語活動の充実

　　研究仮説

仮説１

　指導内容を具体化し、言語獲得活動と言語操作活動を協働的に行わせる

ことで、学びの意義を感じ、思考力・判断力・表現力が高まるだろう。

仮説２

　教科を横断する言語力を設定し、継続的に指導することで、言語を運

用する力が高まるだろう。

３　研究構想図

心豊かで、活力ある生徒の育成
－思考・判断・表現を促す「言語活動の充実」を通して－

教科指導におけるめざす生徒の姿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

思考力・判断力・表現力を発揮し、仲間とともに課題を解決していく生徒

「言語活動の充実」

○思考方法
・比較する
・分類する
・関連づける(類推、因果関係等)

○自問自答
・本当に分かったか
・納得のいくものか
・根拠は確かか
・具体例は挙げられるか

○考えをまとめ、可視化
　する学習活動
・報告する
・説明する
・討論する　等

○学習形態の選択
・一人
・ペア／グループ
・全体

言

　
　語

　
　操

　
　作

言

　
　語

　
　獲

　
　得

基礎的・基本的な知識・技能

教科を横断する言語力の育成
＝誠実に聞く力／メモする力／説明する力／要約する力／語彙力

〇思考の型の提示　　※P.12

・比較

・分類

・関連づけ（類推、因果関係、具体・抽象）

・質問／自問自答

〇みみトレ　　※P.13、14

〇マイフレーズノート　　※P.15、16

つなぐ
人と人

人ともの

人とこと

思考操作 言語運用

○教科･教材の特性である学習用語、用語の使い方･探し
　方(方法・原理)、技術の習得

→

　←

思考操作 言語運用

かかわり合い

ポイント１

語　彙
知識･技能、ものの見方や考え方

ポイント３

ポイント２

基礎的・基本的な知識・技能

ポイント４

どうやって考えたら
いいかな

知識･技能を身に
つけさせること

考え、判断する
場があること

どうやって表そうかな
相手に伝えようかな

考えを表現する
場があること

仲間と協働的に
学ばせることどんな観点で、何が使えるかな
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４　研究の実際

仮説１

①指導内容を具体化し、②言語獲得活動と言語操作活動を協働的に行わせ

ることで、学びの意義を感じ、思考力・判断力・表現力が高まるだろう。

①の手立て

基礎的・基本的な知識・技能の確認
・学習指導要領における指導事項の確認

・単元の評価規準の設定

・本単元における学習内容の確認

②の手立て　目標に迫るための知識・技能、思考操作、言語運用を設定すること
　「言語活動の充実」を図るには、知識・技能、思考操作、言語運用の３つに着目して一時間の授業づ

くりを進める必要があると考えた。つまり、本時の目標に向け、どの知識・技能を、どのように活用し、

表現させるなかで課題解決を図るかという教師の見通しが必要だと考えたのである。これを図式化する

と以下のようになる。

　授業では既習内容とのつながりを大事にし、興味関心や問題意識を喚起する課題を提示する。

　言語運用においては、考えを書いたり、伝え合ったりするために、具体物の提示や操作活動による実

感を伴う場を工夫する。生徒同士のかかわり合いを大切にし、状況に応じてペア活動やグループ活動、

学級全体での活動を設定している。

　さらに、浅かったり間違ったりしたまま安定している考えを揺さぶるために、補助発問（☆）を用意

した。

②の手立て

単元中に言語獲得
活動と言語操作活
動を設定すること

言語獲得

・新しい学習内容に取り組

む段階

言語操作Ⅰ
・学習内容の定着を図る段

階

・既習の学習内容をきっか

けや根拠にして考え、新

しい学習内容を学ぶ段階

言語操作Ⅱ
・既習の学習内容をきっか

けや根拠にして考え、日

常生活や他教科などにつ

ながる内容を学ぶ段階

・学習内容・生活体験を根

拠にして、関心意欲をもっ

た課題について追究して

いく段階

丁寧な教材研究

前時までの学習の想起

☆補助発問による揺さぶり

興味関心や問題意識を喚起する課題、

教材教具、操作活動等の工夫

具体物の提示や操作活動による、実感

を伴う場の工夫

Ｔ　　力学的エネルギーは？
Ｃ１　保存されない。
Ｔ　　何に変わったんだっけ？
Ｃ２　熱エネルギー
Ｃ３　弾性エネルギー

Ｃ４　エネルギーは保存され
ないから回らないん
じゃない？

Ｃ５　あっ、そうか。

関連づける

期待する生徒の表現

[　　　　　　　　　　　　　　　　　]

教材研究

基礎的・基本的な知識・技能
既習の学習内容

思考操作
思考方法
自問自答

言語運用
考えをまとめ、可視化する

学習活動
× ×
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資料１　１班の話し合い記録より
・「緑は一般型。赤ちゃんの時に伸びて、13歳くらいで伸びてい
　　るから、さっきの身長と同じだから」
・「オレンジは生殖型だと思う。２，３歳で子孫を残す必要がない
　　から発達しなくてもいい」「確かにそれは言える」
・「ピンクはリンパ型だって。年をとるにつれて病気になりやすい」
　「でもグラフは12歳から右下がりだから俺らはこれから病気　
　　にかかりやすいの？」「２回伸びてるからこれが一般型じゃない？」
　「身長って20歳の時より12歳の方が高いか？だから一般型じゃ
　　ないと思う。」
・「じゃあ水色は？急に伸びて15歳ごろで100％だから、これが身長の伸びで一般型じゃない？」　
　「でも第１・第２の急進期がないからおかしいと思う。」「なら、残りの神経型じゃないかな？脳
　　は小さくならないし」
・「それで、さっきのピンクはリンパでいい？病原体から守る働きって書いてあるから、守る力がで
　　きてるってことじゃない？」

生徒の振り返り
　Ｃ５さんが言っていた「内政面がしっかりしないと外交面がうまくいかない」
という意見に賛成です。幕藩体制ができ、国内が発展してきたから海外へ進出し
ていくわけであって、私は内政面を強化した家康の功績が大きいと思いました。

資料１　討論の様子
Ｃ１　鎖国したから幕府は強くなったし、鎖国し

たから幕府は長く続いたから家光の方がいい。
Ｔ　　なんで幕府が強くなるの？
Ｃ１　貿易の利益や情報を幕府が独占したから。
Ｃ２　家光派で、鎖国したことが大きいと思う。
Ｃ３　僕は家康派

で、鎖国をす
るように、キ
リスト教禁止
令とか少しず
つしていった
のは家康だ
から。

資料２　補助発問後の討論の様子
Ｃ４　家光は外交面でいろいろやっていて、家康

は内政面をやっている。
Ｃ５　内政面をまずしっかりしておかないと、外

交面もしっかりできないから家康の方が優
れている。

Ｃ６　Ｃ４、Ｃ５と同じで、家康は国がえとか、
江戸幕府を開くとか、国内で行ったことが
多い。家光は鎖国での情報独占とか、外に
関係あることをしている。

Ｃ７　家光は内政にも関わっている。オランダ風
説書で情報を独占しているし、鎖国は大名
に力を与えないようにしているから。

Ｃ８　Ｃ７に反対。外国の情報を独占しただけで、家
光はどちらかと言うと外交面で優れていたと思う。

　　各教科における「言語活動の充実」

２年社会科　江戸幕府２６０年存続の謎に迫ろう
　　　本時における言語活動の充実

　　　　　　　　　　　　基礎的・基本的な知識・技能　　　　　　　　　　 思考操作　　　　  言語運用

家康・家光の政策（武家諸法度・参勤交代等）×　比較する　×　討論する

　江戸幕府の大名統制や鎖国、農村の様子を学んだ生徒に、「江戸幕府が２６０年間存続したのは、家

康と家光のどちらの功績が大きいと言えるか。」という課題を与えた。江戸幕府の政策に関する学習用

語を活用して江戸幕府存続の理由を多角的に考えさせるためである。

　はじめに「武家諸法度」など討論の核となる用語を確

認した。その後、支持する人物について考えの根拠を書

かせ、討論を行った（資料１）。教師は、家康派の意見

を左に、家光派の意見を右に、また内政にかかわる意見

を上部、外交にかかわる意見を下部に整理して板書した。

　政策について意見が様々に出たものの、深まりが見ら

れなかったため、「内政面や外交面で優れていたのは家

康と家光のどちらと言えるか。」と補助発問を投げかけ

た。これにより「内政面」「外交面」という新たな視点

を与え、家康と家光をより明確に比較して討論させた

（資料２）。

　ただ、Ｃ７が、外交面としてのみ とらえられやすい

「オランダ風説書」や「鎖国」が、内政面にも大きな影

響を与えていることを述べているにも関わらず、説明不

足により次の生徒に反対されてしまった。ここで教師

が、もう少し詳しく説明するように助言していれば１つ

の政策を多角的にとらえられていたかもしれない。ま

た、ここで１つの政策について多角的にとらえる視点を与

えることで、他の政策につ

いても同様に考え、討論が

深まったと思われる。

　しかし、振り返りでは、

討論の内容を踏まえて内政

面・外交面といった視点に

触れての記述が多く見ら

れ、生徒の思考・判断の成

果を感じた。

１年保健体育科　心も体もステップアップ～心身の発達と心の健康・前編～
　　　本時における言語活動の充実

　　　　　　　　　　　基礎的・基本的な知識・技能　　　　  　　　　思考操作　　　　　　 言語運用

発育急進期・身体機能・器官等　×　関連づける　×　説明する

　本時は１年生生徒が保健体育編を経て、中学校で初めて保健の授業に出合う時間である。そのため、

体の各器官の発達のしかたに関心をもたせること、体の器官により急速に発達する時期には違いがある

ことを資料などからとらえ思考させること、また、その時期や程度には個人差があることを理解させる

ことの３点を重点に、授業実践を行った。

　導入では、赤ちゃんの等身大人形を提示し、教師の姿と比較して、成長におけ

る体格差を視覚的にとらえさせた。その後、赤ちゃんは出生後１年で平均25cm

伸びる事実を示した。中学１年生までは同じように成長していない点に生徒は驚

き、身長の発育のしかたの特徴に意識を向けていった。この時、一年間の身長の

発育量のグラフを提示した。グラフから気づくこと、読み取れることを尋ねた。

その発言を受けて、本時の重要語句となる言葉「発育急進期（第１・第２）、

性差」を押さえた。また、中学生の時期は第２発育急進期にあたること、学級の

友達に身長差があるように個人差もあることを押さえた。

　そのうえで、発育急進期の各器官の成長の様子を考えさせるために、「２度目の発育急進期、みんな

の体は、どこが大きく成長していくのだろう」という課題を生徒に投げかけた。生徒の思考の支えとな

るように、スキャモンの発達曲線とその曲線に対応する４つの型を提示した。そして、これまでの自分

の成長体験とグラフ、４つの型とを関連づけて自分なりの考えを導き出す時間をとった。

　生徒にはプリントを配布し、関連づけて考えた内容を「自分の考え（個人）」「グループ交流をしてま

とめられた考え（集

団）」の２点で記録

させた。

　個人で考える時間

の後グループで交流

する場になると、グ

ラフの曲線と型を関

連づけた理由を互い

に交流し、活発に

意見を交わす姿が見られた。与えられた資料やこれまでの体験から、答えを導き出すことができた（資

料１）。このグループの意見をホワイトボードで交流し、４つの発達曲線がそれぞれ何を示していたか

の答え合わせを全体で行った。

　振り返りは、書き出しを統一して学習したことを文章で説明

させた。用語やその使い方を考えて整理させ、学習の定着を見

取るためである。生徒は学んだことを重要語句を含めて記すこ

とができていた。

本時の板書

発育量のグラフ
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①
体験から感じ
取ったことを
表現する

②
事実を正確に
理解し伝達す
る

③
概念・法則・
意図などを解
釈し、説明し
たり活用した
りする

④
情報を分析・
評価し、論述
する

⑤
課題について、
構想を立て実
践し、評価・
改善する

⑥
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

３年理科　ジェットコースターのひみつにせまる～エネルギーの保存～
　　　本時における言語活動の充実

　　　　　　　　　　　 基礎的・基本的な知識・技能　　　　　　　　 思考操作　　　　　  言語運用

位置エネルギー・運動エネルギー等　×　関連づける　×　説明する

　本実践の前半では、坂道を運動する鉄球を木片に衝突させ、その移動距離を測定する実験から、位置

エネルギーと運動エネルギー、力学的エネルギーの関係を学ばせた。また、その計算を通して、具体的

にエネルギーの量を計算し、思考の基礎となる言語と意味を獲得させた。

　本時はこの獲得した知識をもとに予想を立て、実験により体験しながら事象と学習用語を結びつけ、

力学的エネルギーの損失（摩擦熱、音、弾性への変換）について説明する活動を行った。

　前時までに生徒は、「し」の字型コースター、レールを延長させたＵ字型コースターと出会った。ガ

ラス玉を上から転がすと、どのような運動になるかを予想し、実験に取り組んできた。Ｕ字型コースター

での実験では、半数の生徒が「ガラス玉はもとの高さまで上がる」と考えていた。しかし演示実験によ

り、ガラス玉はもとの高さよりもかなり低い位置までしか上がらないことがわかった。理由について考えると、

空気抵抗があることや、摩擦があること、それが音や熱エネ

ルギーに変換されることで、上に上がらないという意見が出

された。このＵ字型コースターの実験で「ガラス玉を一回転

させるにはどうしたらよいか」という疑問をもった生徒がい

た。これを受け、本時では、回転コースターを製作して授業

を行った（図１）。

　はじめに、「Ａの位置からガラス玉を落とした時、きれい

に一回転するでしょうか」と問い、予想させた後、一回転し

ないことを演示で示した。その後、きれいに一回転させる方

法を予想した。「高い位置からガラス玉を落とす」がほとん

どであったが、「ガラス玉を押す」「Ｂの高さを下げる」

「レールにオイルを塗る」などの意見も出された。自分たち

の予想を検証するため、実際に実験を行った。多くの班がガ

ラス玉の高さを十分高くして一回転するかを調べた。そして

実験をしてから、「高い位置からガラス玉を落とすと、なぜ

一回転するのか」を問題として意見を出し合った。その時の

生徒の意見が資料１である。

　資料１の意見では深まりがないと判断し、補助発問として

「高くして増えた分の位置エネルギーは、どこの運動エネル

ギーに使われたのか」と問い直した。生徒の反応は資料２の

ようだった。

　補助発問により、「ＢからＣまで」というキーワードが出

され、実際のガラス玉の運動とエネルギー変換を関連づけ、

適切に表現する考えに至ることができた。

　　様々な言語運用の姿
　中央教育審議会答申（平成20年１月）には、思考力・判断力・表現力等を育むために

重要であるとして６つの学習活動が挙げられている（以下①～⑥）。「言語運用」は、こ

の活動例を参考にし、状況に応じて学習形態を選び、取り組んでいる。

作品を制作する（美術科）

観察や見学結果等を記録する（各教科･生活単元学習）

曲の特徴を考え演奏する
　　　　　　　（音楽科）

詩のイメージを考え朗読する
　　　　　　　　　（国語科）

英作文を聞き合う（英語科）

解法を説明する（数学科）

実験結果を考察し発表する
　　　　　　　　　（理科）

討論により時代の特徴を多
面的にとらえる（社会科）

法則を理論立てて説明する
　　　　　　　　　（理科）

体験をもとにグラフを読む
　　　　　　（保健体育科）

教材文の価値を検討する
　　　　　　　（国語科）

作物の手入れについて表に
整理する（技術科）　　　

※平成24･25年度実践　①～⑥の中で特に関連が深いもの

学習形態 一人 ペア・グループ 全体

資料１　出された生徒の意見１
・速さがＢでゼロにならないから。
・位置を高くすると位置エネルギーが増
えるから、その分だけ運動エネルギー
が増える。
・運動エネルギーが大きくなると、玉が
レールを押しつける力が強くなる。

資料２　出された生徒の意見２
・Ａからやった時はＢまで行ったけど、
上から落とすと、ＢからＣまでガラス
玉が移動する。
・ＤからＢまでガラス玉が動く。（Ｄの
位置まで戻らないといけない。）
・ＢからＣまでの運動エネルギーになる
と思う。Ｃからは、Ｃでもっている位
置エネルギーがあるから、その後は運
動できると思う。

実験の様子
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仮説２

①教科を横断する言語力を設定し、②継続的に指導することで、言語を運

用する力が高まるだろう。

①の手立て　教科を横断する言語力の具体化

　中央教育審議会答申（平成20年１月）では、国語科で記録、要約、説明、論述といっ

た言語活動を行う能力を培い、各教科等においても、このような国語科で培った能力を基

本に、言語活動を行うことが述べられている。

　そこで、この記録、要約、説明、論述などの言語活動や、P.10に記した６つの学習活動

を各教科で行うための基本的な力を、国語科の指導領域「話すこと・聞くこと」「書くこ

と」「読むこと」「国語の特質に関する事項」や言語活動例に着目して具体化した。これ

が「教科を横断する言語力」である。

②の手立て　「教科を横断する言語力」を日常的に高める工夫

　「教科を横断する言語力」を高めるために、授業や朝の時間等で、次の３つのことに取

り組んだ。

※言語力Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳとの関連
※各授業時間を中心に指導

※言語力Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳとの関連
※毎週水曜日　朝に指導

※言語力Ⅴとの関連
※朝の読書・ＳＴで指導

　学習活動で行われる思考操作の具体例として、「思考の型」を生徒に提示した。

　この「思考の型」は、「誠実に聞く力」「メモする力」「説明する力」「要約する力」

を発揮して理解したり表現したりする際に用いられ、「言語活動」を支えている。

話すこと・聞くこと

書くこと

読むこと

伝統的な言語文

化と国語の特質

に関する事項

１　思考の型の提示

２　みみトレ

３　マイフレーズノート

Ⅰ
誠実に
聞く力

・うなずき、相づち、返事、質問
・５Ｗ１Ｈを意識する

Ⅱ
メモする力
・引用する
・キーワードで記す
・記号を活用する

Ⅲ
説明する力
・頭括型、尾括型、双
括型の構成を意識
し、論理的に述べる

Ⅳ
要約する力
・中心的な部分と付加
　的な部分をとらえる
・事実と意見を区別する

Ⅴ
語彙力

・言葉を集める
・文脈のなかで言葉を
　選ぶ

国語科の指導領域

言語力Ⅰ～Ⅳとの関連

比　較 関連づけ

分　類

質　問

自問自答

・○○という点に似ていて…

・△△という点で違って…

・ＡはＢと比べると、○○と

いう点において～だ。
・～をまとめると○○と言

える。

・ＡとＢの考えは○○が同

じなので～したらよい。

・言いたいことが○つあり

ます。１つめは…。

【ナンバリング】

・私が言いたいことは、○○

です。　【ラベリング】

・Ａ、Ｂ、C。だから～と言え

る。

・…という考え方から～とい

うことが言える。

・結論は～である。なぜなら、

○○（根拠）は△△（理由）と

考えられるからだ。

・○○。たとえば、Ａ、Ｂ、Ｃ…。

【具体化】

・Ａ、Ｂ、Ｃ。つまり○○…。

【抽象化】

・だれが？何が？
・どこで？
・何を？
・どのように？
・なぜ？

・本当にわかったか。

・納得したか。

・根拠は確かか（何からそう言えるか）。

・具体例が言えるか（たとえば何があるか）。

特に、言語力Ⅱ「メモする力」と関連
　　　言語力Ⅲ「説明する力」と関連

特に、言語力Ⅳ
「要約する力」
と関連

特に、言語力Ⅰ
　　　「誠実に聞く力」と関連

「言語活動」

思考の型の提示思考の型の提示
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生徒の「みみ日記」

「みみトレ」の取り組み「みみトレ」の取り組み
学　年

１年生

２年生

３年生

目　的

聞く体づくり

要約する力

判断して述べる力

　　　　　　　　　　具　体

聞くことの重要性を実感させ、聞く態度を育てる

要点をとらえながら、正確に聞く能力を高める

聞いた内容を自問自答し、自分の意見を述べる

タイムテーブル

8：15 ～

8：18 ～

8：22～　

　　8：25

１年生 ２年生 ３年生

・みみ日記配布
・今日の話題を聞く【学年統一の放送、各学級の教師の朗読等】

・振り返りをする（みみ日記の記入）必要に応じて交流する
・回収→定期的に朱書き→保管

・聞いたことの確認を
する
　例：聞き耳クイズ

・感想交流

・聞いた内容のメモを
もとに要約する
　例：キーワードを出
　し合う

・感想交流

・聞いた内容のメモを
もとに自分の考えを
導く
　例：作文、指名発表
　　　異なる意見交流

耳をすませば　Ⅰ～活動案～
雑多な音があるなかで、一つの音を聞き取り、意識して聞くことの大切さを体験する。

言語力Ⅰ～Ⅳとの関連

コツコツ みみトレを続けてきた成果は

・授業中やSTの時間に、集中して話を聞けなかったけれど、聞けるようになった。

・大切な部分はどこか、意識して聞けるようになった。

・話している内容を、メモを取りながら聞けるようになった。

・板書していなくても、話している言葉の大切なところをメモするようになった。

・重要な部分だと思うところを聞き取って、メモすることができるようになった。

・キーワードを抜き出したり、要点をまとめられるようになった。

平成25年度　１学期アンケートより

　聞く体づくりを中心に、丸ごと受け止める、必要な情報を取り出す、自分の考えと比べ表
現に活かすといった聞き方を身につけるために、朝10分間取り組む。取り組んだ足跡は、
「みみ日記」としてＡ５サイズのファイルに残す。自分自身の聞く体を体感することを通し
て、各教科の学習や生活に活かすことができるようになることを、ねらいとしている。

チームに分かれて聞き取った言葉
を次の人に伝える。短文から長文
へ難度を上げる。

そっぽを向いて聞く、熱心に聞くな
ど役割演技をし、印象を話し合う。

グループで、一つの話題について一人
が一文ずつ関連した話題を加えてい
く。２巡したら、代表が発表する。

話を聞き取り、キーワードを９個
選ぶ。そのキーワードを用いて要
約文をつくる。

パネリストの意見を正確に聞き取る。
パネラーのどの提案がよいか、頭括型
の話型で理由を付けて、交流する。

いくつかの単語を聞き取り、種類
の違う言葉を当てる。

話を聞き取り、その中からキー
ワードを９個選ぶ。ビンゴでキー
ワードの重要度を知る。

提供された話題について、メモをとり
ながら聞き、話題についての自分の考
えをまとめて、学級で意見交流する。

相手の自己紹介を聞いて、同じ言
葉を繰り返す。また、聞いた紹介
を第三者に伝える。

5W1Hの観点で、短い記事の聞き取
りメモを書き、内容をまとめる。

３分程度の話をメモをとりながら適切
に聞き取る。その後の質問に答える。

１回目に音読された文章と２回目に音読
された文章はどこが違うのか、メモをと
りながら、その間違いを聞き取る。

相手と視線を合わせることで、
しっかり相手を受け止める。

文は同じでも、イントネーションで
受け取り方が違う言葉を聞き取る。

複数人数で違う単語を叫び、聞き
分けたり、複数人数が一音ずつ発
する単語を当てたりする。

雑多な音があるなかで、一つの音を聞き取
り、意識して聞くことの大切さを体験する。

伝言ゲーム　Ⅰ

間違い探し　Ⅰ

沈黙の見つめ合い　Ⅰ

イントネーションゲーム　Ⅰ

聞き耳クイズ　Ⅰ

耳をすませば　Ⅰ

ロールプレイ　Ⅰ

ミラーリング　Ⅰ

新聞記事メモ　ⅠⅡⅣ

聞き取って答えよう　ⅡⅣ

つなぎまショー　Ⅰ

仲間はずれを当てよう　ⅠⅡ

聞き取りビンゴ　ⅡⅣ

聞いて考えよう　ⅠⅡⅢ

キーワードで要約　Ⅱ

パネルディスカッション　ⅠⅢ

・フランシスコ・ザビエルとは
・アベノミクスってどんな意味？
・面接試験の練習
・いつやるか、今でしょ！～林先生の生い立ち～
・幼稚園児との交流から学んだこと

・中学生のインターネット使用には
　制限が必要か
・歩きスマホっていいのかな？

・おおかみとぶどう
・敵に塩を送るということわざが
　できたわけ
・孟母三遷の四字熟語の意味

・我が町の活性化について

聞
く
体
づ
く
り

　１
年
生

要
約
す
る

　２
年
生

判
断
し
て
述
べ
る

　３
年
生

発問・指示・説明
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「マイフレーズノート」の取り組み「マイフレーズノート」の取り組み

生き方生き方 コミュニケーションコミュニケーション

言語力Ⅴとの関連言語力Ⅴとの関連 ポジティブポジティブ

自己肯定自己肯定

　生徒一人一人が、Ａ５サイズのノートに、心に残る言葉を書き綴る取り組み。

読書の時間だけでなく、日常生活の中で出会った言葉も集め、自分のフレー

ズノートを作った。

　生徒が楽しみながら語彙を増やし、学習や生活に活かせるようにすること

をねらいとしている。

～生徒の声～
・自分に元気や勇気を与えてくれる言葉っていいな

・ノートを書くようになって、会話が楽しくなった

・「言葉の味」を考えることができた

・本には自分の心を動かす言葉がつまっている

・見つけた言葉と自分の生活を比較できた

・交流会で、友達の言葉に感動した

花よりも、花を咲かせる　
土になれ　　

（星陵高校　山下智茂 元監督）　　　

不安だから練習する、練習
するから成長する　　　　

（落合博満著「采配」）　

思いを伝えなきゃ、
思っていないのと同じ
（キリン「澄み切り」ビールCM）　　

 「ありがとう」たった一言で　
　　世界は変わると思うんだ
   　　　（関ジャニ∞「ありがとう。」歌詞）　

誰かと比べる必要なんて
ない、君は君のままで

いいんだよ
（ﾅｵﾄ･ｲﾝﾃｨﾗｲﾐ「Brave」歌詞）　　

夢じゃないあれもこれも
今こそ胸をはりましょう

（B'z「ultra soul」歌詞）　

本気の失敗には価値がある
（小山宙哉作「宇宙兄弟」）　　

いつも太陽を見ていれば、影は
目に入らない（ヘレン・ケラー）　　　　　

夢は逃げない、逃げるのは
いつも自分だ（高橋歩 書名）　　　　

ゴールはいつも通過点
（ボンボヤージュ作「ちびギャラさんっ」）　

１　マイフレーズノートに書いたことばは、
　　何から得たことばですか？

２　マイフレーズノートのことばをどう感じ
　　 ましたか？

３　マイフレーズノートを書くようになって、
　　自分の中で何か変化がありましたか？

４　３の質問で「あった」と答えた人は、
　　次のどのようなことですか？

（平成25年7月調査）

本

テレビ

歌詞

人

インターネット

その他

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

１年生

２年生

３年生

１年生

２年生

３年生

励まされた

励まされなかった

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

１年生

２年生

３年生

あった

なかった

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

１年生

２年生

３年生

読書の機会が増えた

読書でよい言葉がないか気に
するようになった

よい言葉を見つけたらメモを
とるようになった

マイフレーズを得て、作文や
感想を書く際に活用できた

マイフレーズを得て、生活に
言葉を活用するようになった

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％
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ワークショップ後の職員の感想
・学年を越えた仲間意識を高めることができ、よかった。
・図をかくことで、どのような研究を日ごろ行っているか、イメー
ジすることができ、理解が深まった。

実践例　「研究主題」を一枚の図に表して、ポスターセッションをしよう

④ポスターの特長を説明する

各グループによるポスター

　「言語活動」を生かした校内研修
　「言語活動の充実」は私たちの授業改善を促すキーワードでもある。校内研修において

も「言語活動」を取り入れ、自分たちが体験しながら研究を進めてきた。

その１　授業構想、授業実践、研究協議、レポート作成を研究のサイクルとし、授業

　　　　についての情報交換を行うこと（説明する・論述する等）

その２　生徒の実態や授業観などを話し合うこと（感想を述べる・報告する等）

その３　研究主題や研究成果について意見交換を行うこと（説明する・討論する等）

①研究のキーワードを確認し、グループごと
に相談して図化する。

②ポスターを見合い、感想交流する。
　良い点や疑問点を付箋紙に書く。

③貼られた付箋紙を見て、質問事項等を
確認する。

「言語活動」には「思考・
判断」の場面が必要だよ
ね。

「知識・技能」を用い
て考え、表現するとい
う流れが、分かりやす
くまとまっている！

私たちは東山中らしくホ
タルの飼育をモチーフに
した図を描きました。

松本校長も賞賛！
　富士山がタイム
リーなモチーフ。
「たくましい日本
人を育成する」と
いう東山のイメージにあっている。

【研究のサイクル】
①授業構想
　→教科部会・学年部会の検討
②授業参観
　※参観カードへの記録
③研究協議
　(1)グループ（学年ごと）
　(2)全体
　※授業参観カードを授業者に渡す
④レポートの作成

①生徒指導で力を入れてきたこと
をキーワードで書く。
②１分で発表する。
③感想を付箋紙に書き、発表者に
プレゼントする。

①生徒の現状について気づきを出し合い、模造紙に書き留める。
②①で出たものの中で、特に改善したい、継続したいものを赤で囲む。
③赤で囲んだ姿を実現するために、どのような授業が望ましいかを相
　談し、意見を青で書く。
④グループの結果を代表が発表し、全体で意見のすり合わせをする。

【研究授業前】

【研究授業後】

①可視化により話題の共通理解、意見の焦点化を図る

②考えを整理する

授業参観カード 協議会の実施

③意見を伝え合い、授業の成果
　と課題を考える

まとめのレポート

④授業を分析し、レポートを書く

実践１　理想的な授業のイメージを語り合う 実践２　生徒指導等の取り組みを
　　　キーワードで発表、交流する

グループ交流の結果

発表資料

拡大した指導案を囲んでの意見交流 教具を用いての
　　　　オリエンテーション
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５　研究の成果と課題

【生徒たちの姿から】

・事象を比較・関連づけながら、説明したり話し合ったりする機会を増やすことで、

知識・技能を活かし、困難な課題にも粘り強く取り組む姿が見られた。

・ホワイトボート等を用い、ペアやグループでの話し合いを可視化し、まとめること

で、視点を明らかにした意見交換ができている。

・「みみトレ」の継続により、真剣に聞いたり、キーワードとなる言葉をメモしたり

する態度が習慣化されつつある。聞く態度の向上は、話し合う場で自分の意見を聞

いてもらえるという安心感を生んだのだろう。意見交換が活発になってきた。

・「マイフレーズノート」のアンケートには、「本に自分の心を動かされる言葉が詰

まっていることが分かった。」「辛い時や苦しい時は、その言葉を思い出して生活

したい。」などと書かれていた。ここから、生徒の語彙を増やし、言葉に反応する

感性を磨くことにつながっていると考える。

【教師の姿から】

・単元の基礎的・基本的な知識・技能を確認し、評価規準を作成することで、授業の

ねらいを明確にすることができた。また、知識・技能の獲得、思考操作、言語運用

の３点を意識することで、生徒の反応を具体的にイメージし、教材・教具や課題設

定の工夫がしやすくなった。

・研究にあたっては、教科部会や学年部会、その枠を外した特別部会等で取り組ん

だ。その結果、授業改革の意識が高まり、全職員で取り組む仲間意識が高まった。

・かかわり合いの中で「その根拠は確かか」「具体例は挙げられるか」と自問自答

し、納得いくまで質問し追究しようとする姿には到っていない。今後は、実践の継

続を通して、思考操作の内容や、考え方を獲得させる指導の在り方を検証していきたい。

・話し合いの流れを追うことに精いっぱいで、生徒の思考の変化を見逃すこともあっ

た。教材研究を一層丁寧に行い、生徒の反応を多面的に予想して教師の出場や板書

を計画したい。また、各教科でも論理的なレポートを作成するなど、言語運用の方

法についての共通理解を徹底する必要がある。

お　わ　り　に

　学習指導要領が新しくなり、言語活動の充実が叫ばれる中、私たちは「言語活動の充実は手段

であって目的ではない」ことを意識しながら、各教科の目標に迫る授業づくりを考えてきまし

た。教師が各生徒の思考の流れに寄り添い、生徒同士の考えをつなぎ、生徒の力を引きだす授

業。そのために、獲得した知識・技能をもとに思考操作や言語運用を行いながら、生徒が思考

力・判断力・表現力を発揮し、仲間とともに問題を解決する授業構想を練ってきました。

　授業をのぞいてみると、グループごとに配られたホワイトボードに協力して素早く自分たちの

考えを要約する姿が見られるようになってきました。また、自分の考えに固執しすぎずに、他の

生徒の意見を聞いて、素直に自分の考えを修正する生徒が増えてきました。

　教師の様子を見てみると、研究授業の際、遠慮気味に遠くから教室を眺めていた若手職員が、

生徒の表情が見られる位置で積極的に授業観察を行うようになってきました。また、研究授業後

の学年協議会では、実際の生徒の姿をもとに、活発に議論する姿が見られました。笑顔で建設的

な協議をする様子から、授業づくりの楽しさを感じている職員が増えてきたように思います。

　若手教師の指導力向上が求められています。本校の研究には本校らしさがあるものの、ここで

得た教師力が、今後、転勤後に新たな生徒たちと出会っても、きっと生かされていくものと信じ

ています。

　この研究を通して、教師力を磨くきっかけをつかんだ職員、授業づくりのおもしろさを知った

職員、生徒とともに学ぶことの意味をつかみはじめた職員……。この研究をさらに深めて、これ

から出会うたくさんの生徒たちの学びの支援をしていきたいと、私たちは考えています。今後も

皆様方のご指導ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。

研　究　同　人

松　本　美登志　　　　加　藤　雅　亮　　　　青　山　和　義　　　　長　代　　　到

山　下　輝　晃　　　　岩　田　一　郎　　　　菅　原　英　樹　　　　杉　浦　実　憲

今　井　厚　志　　　　稲　田　　　喬　　　　小宮路　　　茂　　　　杉　浦　真　一

清　水　真　弓　　　　木　全　久　美　　　　池　田　紀久雄　　　　長谷川　晴　美

岡　　　義　輝　　　　丹　羽　信　貴　　　　奥　田　大　介　　　　杉　浦　規　子

伊　藤　　　誠　　　　塩　田　真　紀　　　　加　藤　　　忍　　　　平　手　恵　里

中　嶋　利　春　　　　渡　邊　博　和　　　　清　水　裕　子　　　　伊　藤　　　淳

菊　池　絵里子　　　　安　原　健　児　　　　山　口　敦　士　　　　加　藤　悠　介

森　　　　　隆　　　　澤　田　侑　生　　　　杉　浦　富美子　　　　渦　尻　拓　也

清　水　豊　彦　　　　西　山　昭　代　　　　中　村　治　恵　　　　伊　藤　弥　生

枝　松　彩　子　　　　深　尾　晃　宏　　　　権　田　大　輔　　　　深　谷　俊　文

惠　良　渉　子　　　　青　木　基　香　　　　服　部　悠　子　　　　三　浦　亜矢子

鈴　木　利美子　　　　山　本　佳　代　　　　杉　浦　純　子　　　　東　埜　奈津子

　＜平成２４年度　研究同人＞

小　島　俊　広　　　　伊　藤　真　弓　　　　石　川　　　満　　　　山　下　謙　慈

藤　田　麻　衣　　　　大　山　直　人　　　　鈴　木　花　菜　　　　　　　　　　　

成果

課題
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