
提出⑥　指定研究　成果の概要報告書

平成27年度　県中教研指定研究　成果の概要報告書（2年次）

上越地区中学校教育研究会会長様

報告者氏名　田中　美穂

（学校名：柏崎市立東中学校　　　　　）
このことについて，下記のとおり報告します。

1　部会名　　　　国語

2　都市名　　　柏崎・刈羽　　　　　3　会場校　閲＿‥一

4　研究会開催期日　里或　27年11月　18日（水）

5　研究推進委員会

役　　　割 �所　　属　　　　　職　　名 �氏　　　　　名 

（1）指導者 �上越教育事務所・指導主事 �藤田　由江 

（2）研究推進責任者 �柏崎市立東中学校・教諭 �田中　美穂 

（3）会場校責任者 �刈羽村立刈羽中学校・教諭 �田原　成久 

（4）県・郡市指導主事 � � 

（4）研究推進委員（授業者） �刈羽村立刈羽中学校。教諭 �田原　成久 

柏崎市立第一中学校・教諭 �小黒　成寛 

柏崎市立鏡が沖中学校・教諭 �松本　康治 

柏崎市立瑞穂中学校・教諭 �白井　沙弥香 

刈羽村立刈羽中学校・教諭 �小林　素子 

6　研究推進委員会の実施日，参加人数と内容

「可　実施日／会場 ��人数 �蓼 　　　　　フアシリテ－ションの主な論点・方法と成果 
一 室1 �5／22　刈羽中学校 �4 �1年次の研究推進の反省、今年度の運営についての協議 

室　2 �6／26　刈羽中学校 �6 �ぎ主題・題材検討と研究の方向性の確認 

i3 l �7／28　刈羽中学校 �ぎ　5 �授業案検討　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董 

j4 1 �8／／20　刈羽中学校 �6 �】 授業案検討 
三 塁5 �妻　9／9　刈羽中学校 �6 �事前授業（新聞社説を読んでの論説文作り）、協議会、 

l 妄6 �9／28鏡が沖中学校 �5 �研究推進委員による授業公開（新聞社説を読んでの論説文作り）、協議会 

7 �10／27　東中学校 �4 �研究推進委員による授業公開（新聞社説を読んでの論文作り）、協議会、授業案 
検討、当日の運営計画 

毒8 �11／18刈羽中学校 �7 �授業公開、協議会 

葦9 �12／17刈羽中学校 �6 �研究のまとめ、成果と課題 



7　研究会参加者（参加者数と内訳）

研究会参加者総数　　　　　　　　（68）名 �（3）小学校・高等学校教員　　　　（14）名 

（1）郡市内中学校会員　　　　　　（42）名 �（4）教育委員会　　　　　　　　　（2）名 

（2）他郡市中学校会員　　　　　　　（8）名 �（5）その他（地域・保護者の方）　　　（2）名 

8　公開授業

学年・組f　　　　　単元・主題 �授業者 

3年上州慧禁警警完！とは何か �田原　成久　教諭 

9　分科会（全体協議会）

10　研究主題

「論理的思考力を育むための指導の工夫」

～思考ツールの活用と、学び合いの活動を取り入れた実践を通して～

‖　主題設定の理由

会場校刈羽中学校の生徒の状況として、「相手の考えを理解すること」や「自分の考えを表すこと」

が課題としてあげられた0これは、柏刈地区共通の課題でもあった。その原因として、根拠が明確でな

いため、自分の意見を、自信をもって発表できないことや、話し合いの中で自分の意見をどう伝えてい

けばいいのかがわからないことが考えられた0そこで、「論理的に物事を理解し伝える劫が身に付け

ば、生徒は自分の考えを積極的に発表したり、他者の意見を理解して自分の意見を深めたりすることが

できると考え、本研究主題を設定した0「論理的思考力」とは、「自分の考えを筋道立ててとらえる力」

とらえ、その力を付けるために、思考ツールの活用と「学び合い」に着目して授業改善に取り組むこと

にした。

12　研究の方法と内容

思考ツールを用いることで、考えの筋道を作ることができる0さらに「学び合い」によって、自分の

考えをより説得力のあるものにできれば、「論理的思考力」を高めることができるという仮説を立て、

思考ツールの開発と意見を深める学び合いの工夫について研究を進めた。

（1）思考ツールの活用（「学び合い10」‥・③⑥⑦）

思考ツールを用いて説明的文章の読解や作文を行い、ツールの手順に沿って筋道をとらえさせるため

に、思考ツールの効果的な活用を図った。1年次はロジックツリーや三角ロジックを用いて、小学校の

説明文教材などを使って練習し、主張・根拠・抽象・具体といった言葉の役割を表す用語やそれらの関

係を見分ける力を養った02年次は、1年次に学んだ言葉の関係を、自分の文章作成に生かせるような

思考ツールの開発を中心に行った。

（2）学び合いの場を通して考えを深め合う場の設定（「学び合い10」・‥④⑤）

思考ツールを用いてまとめた考えを読み合い、評価する場を設定した。評価する際は、評価の視点を

明らかにし、意見をふせんに書いて換作化するなど積極的に学び合いが進むような手立てを行った。ま

た、学び合いが円滑に進むためのグループ編成や座席の工夫、話し合いのルールや方法の具体的な指導

を行った。



13　研究の成果と課題

本年度研究授業では、「2年生を　私たちを超える　3年生に！～最高学年として学んだことを伝

えよう～」という活動目標を立てた。来年度の生徒会を背負う2年生達に、3年の思いを、説得力をも

って伝えられるよう、教材「ネット時代のコペルニクスー知識とは何か」から論説文について学び、そ

こから説得力のある文章を書くための必要な条件を「視点三要素」としてとらえることにした。

本時のねらいを「個人が作成したステップチャートをもとに、話合いの仕方を明確にした班会議で意

見を交流し合うことで、自分の論説文の構成をより説得力のあるものにすることができる。」とし、そ

の手立てとして

・視点三要素『引用』部分の交流

・ステップチャートとふせんを組み合わせた思考ツールの活用

・話し合いをつなげ深める、ファシリテーションの手法の実践

の3点を重視し、実践を行った。

授業終了後、次の2点について自己評価をし、感想を書かせた。

項　　目 �肯定的評価i　△ 

・自分が考えた引用を、理由も含めて班員に伝えられたか。 �85％（35） �15％（6） 

・班員のアドバイスを、自分の表現に役立てることができたか。 �90％（37） �10％（4） 

今回の授業を通し、生徒の自己評価を見ると、論説文を書くために引用を班員から考えてもらい、意 

兄を交換することでより良い論説文に仕上げることができたと考える生徒は多かった。また仲間からの

引用文なので、一番身近な話題で考えることができるという利点を挙げた生徒もいた。

しかし、話し合いで深めることについては、課題ととらえている生徒が多かった。これについては、

協議会でも話題になった、

・話し合うテーマを討論のできるものにする。

●　フアシリチーターの役割を明確にする。

・なぜその引胤こしたのかという理由を答えられるようにする0そのために、答え方のモデルを提

示しておく。

・ステップチャートを見せ合いながら話し合うようにする。

といった内容について吟味し、繰り返し話合い活動を取り入れていかなければいけない。

翌日・2・3年生の合同学年朝会という形で今回書いた論説文を2年生に発表した。どの3年生も、

この発表を通して達成感を感じていた03年生も進路実現まであと4ケ月である。一人一人に確実な学

力を付けられるよう今後も指導していく。

14　運営の成果と課題

協議会では、以下のようなフアシリテーションの方策をとり、教師同士の学び合いを進めた。

・ワールドカフェの手法を用い、各グループによる積極的な意見交換とグループ間の活発な意見交

流を図った。

・三色ペン（個人の考えを黒、話合いの途中経過を青、話し合いの結論を赤）でライティングする

手法を用い、グループの話合いの進行状況を視覚化できるようにした。それにより、ワールドカフ

ェの訪問会議の際に、そのグループの協議内容を容易に把握できるようになり、それに重ねて意見

交流を深めることができるようになった。



提出⑥　指定研究　成果の概要報告書

平成27年度　県中教研指定研究　成果の概要報告書（2年次）

中越地区中学校教育研究会会長様

報告者氏名　　　小　嶋　祐　子

（学校名　　　長岡市立東北中学校）
このことについて，下記のとおり報告します。

1　部会名　　　園　語

2　郡市名　　　長岡・三島 3　会場校　　長岡市立太田中学校　　　　＿＿

4　研究会開催期日　平成　27　年10　月　29　日（木）

5　研究推進委員会

役　　　割 �所　　属　　　　　職　　名 �氏　　　　　名 

（1）指導者 �中越教育事務所・指導主事 �吉井　純子 

（2）研究推進責任者 �長岡市立東北中学校・教諭 �小嶋　祐子 

（3）会場校責任者 �長岡市立太田中学校・教頭 �渡追　節子 

（4）研究推進委員（授業者） �長岡市立太田中学校・教諭 �丸岡　昭子 

長岡市立大田中学校・校長 �池田　　浩 

附属長岡中学校・教諭 �元井　啓介 

長岡市立栖吉中学校・教諭 �森田　華菓子 

長岡市立東北中学校・教諭 �田中　綾子 

6　研究推進委員会の実施日，参加人数と内容

回 �実施日／会場 �人数 �フアシリテーションの主な論点・方法と成果 

1 �7月9日／太田中 �6 �1年目の成果と課題の確認（研究主題、手立て、研究会の持ち方）、授業情報誌原 
稿の検討・FG　授業の留意点や提案のポイントが明確になった。 

2 �8月4日／太田中 �9 �授業情報誌原稿の検討（単元構想を含む）、当日指導案検討、研究会の持ち方の 
検討・FG　授業の留意点や提案のポイントが明確になった。 

3 �9月16日／太田中 �7 �当日指導案検討、研究会の持ち方の検討 

4 �9月30日／栖書中 �7 �当日指導案によるプレ授業（授業者‥栖吉中　森田先生）→当日指導案検討 

5 �10月22日／太田中 �8 �研究会当日の日程と動き、協議会の進め方、会場、指導案の確認 

6 �10月29日／太田中 �9 �研究会当日 

7 �11月18日／東北中 �8 �研究の成果と課題・KJ法　各自が考える成果と課題を共有し、整理することが 
できた。 

7　研究会参加者（参加者数と内訳）

研究会参加者総数　（　　　　　　　88）名 �（3）小学校・高等学校教員　（　　29）名 

（1）郡市内中学校会員　（　　　　50）名 �（4）教育委員会　　　　　　（　　　0）名 

（2）他郡市中学校会員　（　　　　　　9）名 �（5）その他（地域・保護者の方）（　　　0）名 

8　公開授業

学年・組 �単元・主題 �授業者 

3年 �「松尾芭蕉ってどんな人？～『おくのほそ道』から～」 �丸岡　昭子 

9　分科会（全体協議会）

協議題 �指導者 �司会者 

学び合う国語の学習場面をつくるためにフアシリテーシヨン �中越教育事務所 �長岡市立東北中学校 
をどのように活用するか �指導主事 吉井純子様 �小嶋　祐子　教諭 



10　研究主題

フアシリテーションで読みを深める授業 

11主題設定の理由

（1）国語教育の動向から

本次研究指定に当たり、県や郡市の教育動向を踏まえつつ、国語教育における課題を確認した。

次期学習指導要領改訂にかかわって、アクティブラーニングという主体的、協働的学習が重要であ

るという指摘が既になされている。現行学習指導要領下においても、なるべくたくさんの知識を覚

え、その再生・再現の度合いで学力を測るような学習は退けられている。思考力、判断力、表現力

等を働かせながら、習得した知識や技能を活用させていく学習への転換が図られてきている。しか

し、基礎・基本の大切さを意識するあまり、一斉学習での説明過多や漠然とした音読、反復練習等

の多用など、旧来型から脱却しきれていない現状もあることが分かった。学習のねらいや意図に即

して、学習の方向性や方法を生徒自らが考え、協働して追究していくという課題解決型の学習へと

授業を更に改善していく必要性があるととらえた。

（2）県中教研の取組から

新潟県中学校教育研究会は、21世紀型学力を高めるよう、学び合う授業の創造を志向している。

この趣旨を生かして国語の授業改善、授業改革を進めていく必要性が改めて実感された。とりわけ、

学び合う授業を促進するものとしてフアシリテーションに着目した。生徒にとって追究したい課題

を設定し、生徒が読み取ったことを提示し合い、疑問を分かち合い、課題解決に向けて主体的に取

り組む姿を実現したいと考えた。そこで、上記のテーマを設定して研究することとした。

「読み」での取組を他の領域にも活用できるようにしていきたい。

12　研究の方法と内容

（1）学び合い・フアシリテーションについての研修と習熟

教員が学び合いやそれを促すフアシリテーションに習熟しておく必要がある。

文献を参照したり、先達による講演会に参加したりして、フアシリテーションの基本的な形態や

手法を研修する。国語以外の教科等も含めて、授業参観等を行う。教員が実際にフアシリテーショ

ンを体験してみる。

（2）公開授業を想定した授業計画の立案

どのような教材や課題で、どのような場面でフアシリテーションが有効に機能するのか、様々な

題材等で想定してみる。また、会場校の生徒の実態や国語授業の実態を併せ考えて、適切な活用場

面を検討する。

（3）授業研究による深化

会場校及び研究推進委員の学校で授業研究を行う。参会者によるフアシリテーションを活用した

協議、指導者による指導などで実践の深化を目指す。

（4）研究発表会による批正

27年度の研究発表会において、授業を公開し、参会者からの批正を仰ぐとともに、指導者から指

導を受ける。

（5）研究の考察とまとめ

2年間の研究実践から明らかになったことをまとめる。



13　研究の成果と課題

（1）成果

・フアシリテーションの活用により、生徒の発言（自己開示）が増え、また、それを踏まえての相

互の意見交換が活発になった。

・課題追究の方策としてのフアシリテーションの有効性が見えてきた。（考えを出し合い、確かめ

合い、更に考えを出している姿）

・拡散と収束を繰り返すことが生徒の主体的な学び合いにつながった。生徒自身も手応えと楽しさ

を感じていた。（出し合った発想を共有した上で、課題に対して自分で決着させる姿）

・発言や思考の過程の可視化が、読みの広がりや深まり、学習の振り返りと、生徒個々人のまとめ

に有効に働いた。（フアシリテーション、個人の振り返りでホワイトボード等の内容を確認する姿）

・可視化のために有効なツールとその活用方法（大きな付箋に太いペンで書く、イーゼルにホワイ

トボードを立てかけるなど）を提案できた。（参会者アンケート）

・教師が、単元を貫く問題解決的な学習を一層構想するようになり、吟味された学習課題が生徒の

興味や関心を刺激する度合いが高まった。

・生徒間での互いの認め合いが進み、教科の学習以外の場面でも、述べ・受け止め・ともに考える

姿勢が強まった。

（2）課題

・学び合いに必須の「主体性」の面から、教師がフアシリテーションを構想し実践すると、生徒は

確かに発言するが、真の意味での主体性から逆に遠のく傾向もある（マネジメントされすぎる）。生

徒自身の学習方略としてフアシリテーションを用いるような姿を目指したい。

・フアシリテーション前後の個の学習の深め方（収束の在り方など）を更に工夫していく。

・発言の多寡という次元から、国語の学力（例えば読解力）形成にどのように寄与しているかを考

察できるようにしたい。

14　運営の成果と課題

（1）成果

・まず教師がフアシリテーションに精通を、という発想での協議会ができた。協議会即教師の力量

形成になるような方向性を示すことができた。（参会者アンケート）

・事前アンケートなどを活用し、参加者のニーズに合わせて協議の話題を絞れるグループ協議によ

り、主体的な参加を促すことができた。（参会者アンケート）

・協議に的を絞り、時間を多く取ったことで、フアシリテーションによる話し合い→ポスターセッ

ションによる交流×2→個々に実践することの設定と、拡散と収束のある協議会になった。（参会者

アンケート）

・指導者の先生に、準備段階から2年間、深く関わっていただいたことで、御指導の内容が授業と

協議のまとめとして、また今日的な課題についての示唆に富むすぼらしいものだった。（参会者ア

ンケート）

・推進委員会が推進委員の学び合いの場になった。

（2）課題

・授業（者）の意図とのかかわりの深い協議会にしていく。（参会者アンケート）

・（学校規模によるが）参加者が選択して参観できる授業公開と協議会を開催できるとよい。

・協議を深められるフアシリテ一夕ー（今回は大変すぼらしかった）を育成する。



提出⑥　指定研究　成果の概要報告書

平成27年度　県中教研指定研究　成果の概要報告書（2年次）

新潟県中学校教育研究会会長様

報告者氏名

（学校名：
江口　淳子

新潟市立東石山中学校
このことについて，下記のとおり報告します。

1部会名　　国　　語

2　郡市名‾　新鹿市　　　　　　3　会場校　　　新潟市立東石山中学校　　　　人＿

4　研究会開催期日　平成　27年11月　5　日（木）

5　研究推進委員会

役　　　割 �所　　属　　　　　職　　名 �氏　　　　　名 

（1）指導者 �新潟大学教育学部教授 �小久保　美子 

（2）研究推進責任者 �新潟市立新津第二中学校教諭 �五十嵐　淳一 

（3）会場校責任者 �新潟市立東石山中学校教諭 �江口　淳子　■ 

（4）県・郡市指導主事 � � 

（4）研究推進委員（授業者） 　　（授業者）‾ �新潟市立東石山中学校教諭 �牧野　淡紅恵 

新潟市立東石山中学校教諭 �石川　　哲・ 

新潟市立鳥屋野中学校教諭 �川瀬　智子 

新潟市立横越中学校教諭 �小竹　玲子 

新潟市立上山中学校教諭 �相澤　まき子 

新潟市立山海中学校教諭 �泉　　伸也 

新潟市立内野中学校教諭 �石黒　麗子 

新潟市立白新中学校教諭 �長嶋　　茂 

6　研究推進委員会の実施日，参加人数と内容

回 �一実施日／会場 �人数 �フアシリテーションの主な論点・方法と成果 

1 �8月18日 新潟市立東石山中学校 �11 �〈内容〉　研究授業の指導案検討　① 〈成果〉　授業の方向性が明確になる。 

2 �9月16日 新潟市立東石山中学校 �11 �〈内容〉　研究授業の指導案検討　② 〈成果〉　指導案の改善点が明らかになり、授業の方向性がより明確になる。 

3 �10月15日 新潟市立東石山中学校 �9 �〈内容〉　研究授業の指導案検討、実務的な打ち合わせ 〈成果〉　指導案の改善点と修正案を確認した。 
研究会の持ち方について、確認した。 

4 �11月5日 新潟市立東石山中学校 �11 �〈内容〉　研究会 〈成果〉　授業の成果と課題が理解できた。 



7　研究会参加者（参加者数と内訳）
、研究会参加者組数　（　119　　　＿）名 �（3）小学校・高等学校教員　（　　　　）名 

（1）郡市内中学校会員　（103　　　）名・ �（4）教育委員会　　　　　（　　3　）名 

（2）他郡市中学校会員　（　　9　　　）名 �（5）その他（地域・保護者の方）（　　4　）名 

8　公開授業

学年・組 �単元・主題　ゝ �授業者 �学年・組一一一一 �・‥単元・主題 �授業者・・、 

2年3組 �「走れメロス」 �牧野淡紅恵 �3年1組 �「おくのはそ道」 �石川　哲 

9　分科会（全体協議会）

分科会名 �協議題 �指導者 �司会者 �提案者 

第1分科会 �「批評」の力を育て �学校支援課 �新潟市立上山中学校 �当校教諭 
るための有効な手だ ては何か �渋谷　徹　様 �藍沢　まき子　　教諭 �牧野淡紅恵 

第2分科会 ��新潟市教育センター �新潟市立内野中学校 �当校教諭 
藤井　正人　様 �石黒　　麗子　教諭 �石川　哲 

10　研究主題

学び合いの中で文章を評価する『批評』の力を育てる

11主題設定の理由

PISA調査の結果で「熟考評価」の力の弱さが指摘されているように、近年、主体的な読みの力を

育てることが求められている。学習指導要領でも、3年生の学習内容として、文章を評価する「批評」

が取り上げられているが、具体的な実践はまだ少ない状況である。

本校では、自ら本を手に取り、目的に応じて読むことのできる自立した読み手を育てるために、一つ

の解釈を目指す指導を根本的に考え直し、生徒が自分なりの主体的な捉え方をすることを目標とした。

今まで行ってきた場面ごとに順を追って内容を読み取っていくスタイルを改善し、3年間を見通して、

文章を批評できる生徒を育成することを目指した。そのために「自ら課題を見つけ、文章を根拠に自分

はどう考えたかを表現する」ということを中心に据えて実践していく必要があると考え、研究主題を設

定した。

12　研究の方法と内容

新潟市中教研で「生徒どうしの関わり」をテーマに研修を継続してきたことを生かし、3年生の最終

的な目標を「批評文を書くことができる生徒を育てる」ということに設定し、小グループを使った指導

を通して「批評の力」を育てることに取り組んだ。

どの学年においても、小グループを取り入れ、学び合いを促すことを基本としながら、3年間を見通

して、各学年の指導の重点を次のように設定した。

1学年・ �・・自ら課題を見つけ解決すること。 
・2学年・ �・・自らの問いに対して文章を根拠にした感想交流を行うこと。 

3学年・ �‥文章の良さや価値を論じる批評ができる．ようになること。 

本研究のために特に重点的に取り組んだ単元は次のとおりである。

1学年‥・複数の物語教材での学習を通し、物語を読む視点を学ぶ。

「少年の日の思い出」では生徒自ら学習課題を設定し、文章を根拠に自課題を解決する。

2学年・‥「短歌十二首」、「平家物語」で表現を根拠に、「批評の語彙」を意識した鑑賞文や感想文

をまとめる。「走れメロス」で文章の表現を根拠に課題を解決する。

3学年・‥文章や語句に注目し根拠とすることで作品のよさや価値を見つけ出し、「批評の語嚢」



を使って、「握手」「俳句」「和歌」「おくのはそ道」で批評文を書く。

研究会において、2学年では、プレイスマットを用いて、設定したグループの学習課題に対する答え

の根拠を文章中から探し出し、表現を根拠に説明するという実践を行った。3学年では、文章から、自

分が見つけた表現の良さや作品の価値を「批評の語嚢」を用い、根拠を明確にした批評文を書くことを

目標に実践した。

13　研究の成果と課題

「学び合い」」か手立て。として取り入れたフアシリテーシヨンについては、90％以上の生徒が学習課

題の解決に有効であったと答えており成果があった。2年生「走れメロス」では、プレイスマットを使

って、生徒の課題意識に沿った学習課題を設定できた。1年目に比べて課題を精選するという点でも向

上が見られた。「文章を根拠に」という点では、前年度までの実践で課題となっていた、文章よりも生

徒自身の経験を根拠に読みとってしまう傾向が改善された。「課題解決のために教科書を何度も読み返

すことができた」と97％の生徒が答えている。文章を根拠にして読み取ることで、自分たちがもつ勇

者観とは異なる勇者の姿に気づき、メロスも王も同じ人間の弱さをもった存在であることや弱さを抱え

ながらも誠実に生きていくことを作者は伝えたかったのではないかというような解釈をする生徒もい

た。こういった価値観の交換に生徒はおもしろさを感じており、次の学習への意欲となっている。授業

以外でも他の物語を読みたいという生徒は84％だった。

課題としては、単元を貫く言語活動が見えてこないことやノートなどに個人の学びのあとが残らない

ことが指摘された。

3年生の公開授業では批評文を書く前段階として「作品の良さを探し分析を行う」ところまでを実践

した。指導者の藤井先生からは古典作品で批評文を書くことの難しさと併せて古典の文学作品まで批評

文を書くことが必要であるのかという指摘をいただいた。また、生徒は古典の言葉どうしを関連させて

批評文が書けるのだろうかという疑問も提示された。

授業後に書いた実際の生徒の批評文を見ると複数の引用を関連付けて書けている生徒が21名いた。

その中でさらに9名の生徒は教師の目から見てすぐれた分析が行われていた。なおかつ3名の生徒は既

習事項である冒頭部分や平泉の段と関連させて分析していた。結果、学級の70％の生徒が古典作品の言

葉どうしを関連させて批評文を書いていた。難しい課題である古典の批評文も中学校3年生で十分可能

であるといえる。また、単元終了後のアンケートでは批評文の学習を通して「おくのはそ道」の良さや

理解が深まったと肯定的に答えた生徒は100％（たいへん深まった72％、深まった28％）だった。これ

らの結果から「批評の語彙」を用いて批評文を書く学習は主体的に目的に応じて読むことのできる生徒

を育成するために有効な手段であると言える。

今後の課題として、3年間を見通して、つけたい力と単元を貫く言語活動がマッチした単元の構成を

組み立てていく必要があると考えている。

14　運営の成果と課題

新潟市中教研研修部のメンバーをそのまま県中教研の研究推進委員として、二年間継続して研修を行

った。また、協力校を別に設け、一緒に研修し県中教研に臨むこととした。そのため県中教研準備で別

途集まることがなかったので、推進委員の負担を減らすことができた。しかしながら、研修当日は、限

られた人数で二校の研究会を運営することとなり、会場校への負担が大きかった。研究会を運営すると

いう点で、委員と会場校の負担が大きくならないように手立てを講じる必要がある。

研究会では「批評」の力を育てるための有効な手だては何か」を協議題として、これまで、授業者へ

の質疑応答の形式で行われた分科会の持ち方を変え、4，5人のグループで自由に意見を出し合い、報告

する形式にした。どのグループでも活発な意見交換が成されたことは成果としてあげられる。



提出⑥　指定研究　成果の概要報告書

平成27年度　県中教研指定研究　成果の概要報告書（2年次）

下越地区中学校教育研究会会長様

報告者氏名

（学校名：
渡辺　みつ枝

新発田市立七菓中学校　）
このことについて，下記のとおり報告します。

1　部会名　　　　　国　語

2　郡市名　　　　　新発田市　　　　　　3　会場校　　新発田市立猿橋中学校

4　研究会開催期日　平成　27　年11月　13　日（金）

5　研究推進委員会

役　　　割・ �所　　属　　　　　職　　名 �氏　　　　　名 

（1）指導者 �下越教育事務所　指導主事 �三村　孝志 

（2）研究推進責任者 �新発田市立七葉中学校　教諭 �渡辺みつ枝 

（3）会場校責任者 �新発田市立猿橋中学校　教諭 �小林　伸子 

（4）研究推進委員（授業者） （授業者） �新発田市立佐々木中学校　教頭 �森谷　優子 

新発田市立紫雲寺中学校，教諭 �本間由美子 

新発田市立本丸中学校　教諭 �皆川加代子 

新発田市立第一中学校　教諭 �本田奈美子 

新発田市立猿橋中学校　教諭 �山崎　雅美 

新発田市立猿癌中学校　教諭 �島津　一美 

新発田市立東中学校　教諭 �畔野　智行 

新発田市立川東中学校　教諭 �松田千恵美 

新発田市立本丸中学校　教諭 �L皆川加代子 

新発田市立豊浦中学校　教諭 �長谷川俊子 

新発田市立加治川中学校　教諭 �南波美穂子 

6　研究推進委員会の実施日，参加人数と内容

回 �実施日／会場 �人数 �フアシリテーションの主な論点・方法と成果 

1 �7／3（金）　七薬中 � �・研究推進委員の渡辺みつ枝先生（七葉中学校）による「読むこと」の提案授業 
○協議会は小グループに分かれ、フアシリテーションで成果と課題を兵有した。 
○三村指導主事よりご指導いただいた。 
○後日、研究推進委員は振り返りを提出することとした。 

2 �8／20（水）　猿橋中 � �・授業者の島津一美先生（猿橋中学校）による指定研究授業の指導案検討 
○島津先生に模擬授業をしていただいた。 
○小グループに分かれ、課題や手立てについて検討した。 

○三村指導主事よりご指導をいただいた。 

3 �9／14（月）　本丸中 � �・研究推進委員の皆川加代子先生・（本丸中学校）による「読むこと」の提案授業 
○協議会は小グループに分かれ、フアシリテーションで成果と課題を共有した。 
○三村指導主事よりご指導いただいた。 
○後日、研究推進委員は振り返りを提出するこ‾ととした。 

4． �10／9（金）猿橋中 � �・県中教研授業情報誌「Class」原稿についての報告 ・県中当日までの準備分担 

5 �11／22（木）猿橋中 � �・前日準備 

6 �11／23（金）猿橋中 � �・島津一美先生（猿橋中学校）による県中教研指定研究授業 ・全体会、授業協議会、三村指導主事によるご指導 

7 �・1／20（水）佐々木中 � �・研究のまとめ、成果と課題の共有 



7　研究会参加者（参加者数と内訳）

研究会参加者総数　（　　　79　　　）名 �（3）小学校・高等学校教員（　4　）．名 

（1）郡市内中学校会員　（　　52　　）名 �（4）教育委員会　　　　　　（　　0　）名 

（2）他郡市中学校会員　（　　22　　）名 �（5）その他（地域・保護者の方）（　　1　）名 

8　公開授業

学年・組 �単元・主題 �授業者 

2年4組 �「走れメロス」 �島津　一美 

9　分科会（全体協議会）

協議題 �指導者 �司会者 �提案者 

目指す生徒を具現化するた めに本時の手立ては有効で あったか �下越教育事務所 �新発田立紫雲寺中学校教諭 �新発田市立猿橋中学校教諭 

指導主事　三村　孝志様 �本間　由美子 �島津　一美 

10　研究主題

「確かな読みの力を身に付ける生徒の育成」 

※「確かな読みの力を身に付ける」とは、自分の考えをもち、根拠を基に自分の言葉で表現できること、とした。 

11主題設定の理由

①　新発田市の標準学力検査NRTの結果から、「読むこと」の通過率が低く、特に「文学的な文章を読むこと」に課 

題があるため。 

②　各校の全国学力・学習状況調査の国語Bの結果から、文章や資料から必要な情報を取り出し、伝えたい事柄や根 

拠を明確にして自分の考えを書くことに課題があるため。 

新発田市全体を見ると、文学的な文章の表現や心情の読み取りにおいて、言葉同士のつながりや叙述に即して読む

力が不足しており、記述問題の無回答率も高い。学習指導要領においては、「C　読むこと」の領域で、「自分の考えの

設定」という新しい指導事項が設定されている。

以上のことから、全県国語部の重点方針を受け、「学び合い10」の「⑦正確な理解と適切な表現：根拠を明確にし

て、自分の考えを形成し、論理的、想像的に表現する学習場面を設定している。」の具現化を提案し、「読むこと」の力

を育成したいと考えた。

12　研究の方法と内容

以下の手立て1、2、3をもとに、「学び合う授業」を手段とし、確かな読みの力を身に付けさせる。

く手立て1：読み手主体の学習過程の工夫〉

①　学習の中で問いをもたせる。 

②　生徒の主体的な学びや思考の深まりが生まれる課題を設定する。 

①　学習過程の中で、問いをもつ時間を設定する。生徒自身が問いをもつことによって、作品を主体的に読み、意欲

的に学ぶ姿が期待できる。

②　①を基に、生徒の主体的な学びや思考の深まりが生まれる課題を設定する。課題については、それが学習の中

で生まれた問いや疑問であること、多様な考えや複数の視点、根拠に基づいて考えることができるものである

ことを重視する。考える必然性の生まれる課題に取り組むことで、教科書や辞書を手掛かりにして、仲間と語

り合い、主体的に作品を読み深める姿を期待したい。



く手立て2：交流の場の工夫〉

①　協働を促す学習形態を設定する。 

②　生徒の思考を可視化できるツールを活用する。 

③　交流の質を向上させるための振り返りと、教師による評価を行う。 

①　コの字型机配置を基本に、交流の場面では四人班の形をとるなど、学習活動や内容に応じて学習形態を工夫し、

生徒の協働を促す。自分の考えをもち、根拠を基に他者と意見を交流させ、「共に学ぶ」楽しさや喜びを実感す

るとともに、自分の考えの深まりを実感させる。

②　思考を可視化させるための道具として、ホワイトボードや模造紙等を活用する。このような道具を使うことで、

頭の中のイメージを具体化させたり、思考を共有させたりすることができる。思考を深めさせるために、思考

を可視化させるための道具を課題に応じて工夫する。

③　交流の振り返り（「今日の交流で良かった点、次への改善点」など）を書かせ、次回の交流に生かすようにする。

また、教師は毎回それを点検し、評価する。このような活動を積み重ねることによって、交流の場は豊かにな

っていく。

く手立て3：3年間を見通した系統的な指導〉

教師は、3年間のゴールを見通した指導過程を設定する。

例えば「批評文を書く」という活動は、学習指導要領では第3学年の指導事項となっている。しかし、3年生で批

評文を書くためには、1年次から段階的に指導を行っていく必要がある。

そこで、「C　読むこと」の領域の「自分の考えの形成」という指導事項を受け、第3学年までの系統的な指導を

念頭に置き、文学的な文章においては第1学年から「批評文を書く」という言語活動を設定する。第1学年「根拠

を明確にして自分の考えをもつこと」、第2学年「複数の根拠から自分の考えをまとめること」、第3学年「作品全

体を評価すること」というように、各学年で具体的な到達目標を設定し、指導する。

13　研究の成果と課題

授業後の生徒の振り返りには「（文学的な文章を）どのように読むのか分かった。」、「みんな

で課題を考えることは楽しい」という記述があった。読み手主体の学習過程を工夫したり交

●

流の場を工夫したりしたことは、ねらいの到達に向けた手立てとし‾て有効であったと言える。また、H27全国学力．学習状況調査に且∴王

おいて、新発田市全体の国語Bのポイントが上がり、全国比を上回ったこともこれまでの

国語部の授業改革の成果だと捉える。

』卜定一　一方で、学習用語を教師と生徒で共通理解することや、3年間の学習内容を見通して系

統的に「読みの観点」の指導をすることが課題として挙げられた。今後は、これらのことを意識した指導を行い、自

立した読み手を育成していくことが大切である。

14　運営の成果と課題

2年間の研究の中で、研究推進委員がさまざまな教材で、単元構成や課題を工夫した5回の提

案授業を行い、今年度の指定研究授業につなげた。三村指導主事のご指導を受け、委員同士が共

通の授業観察の視点や、読みの観点を確認することができた。さらに協議会では毎回フアシリテ

ーションを用い、協議を深めるとともに、各自がフアシリテ一夕一、ライターとしての技能を高めることができた。

今後は、今回の指定研究で得た有効な手立てをもとに、各校で実践を積み重ね、新発田市全体の生徒の「読むこと」の

力を上げていきたい。



※l各地区中教研事務局と当該教科・領域の15部会全県部長様へそれぞれ1部ずつ提出する（〆切1／㌶金）

※2　4の県・都市指導主事は，指導者が県・郡市指導主事の場合は，その行を詰める。また，前副部長はこの

表には載せない。

※3提出の際は，注意書きや※l～※3を削除して提出する。
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