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研究課題 

 

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，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」の領域において，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 

指定年度 平成 27 年度～平成 28年度 
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（713 人）   

所在地（電話番号） 〒014-0016  秋田県大仙市若竹町７番 17号（0187－63－2222） 

研究内容等掲載ウェブサイトURL www.edu.city.daisen.akita.jp/~om-kyokutyu/ 

研究のキーワード 

課題解決的な言語活動の位置付け，学び合いの充実，学校図書館との連携 

研究結果のポイント 

○課題解決的な言語活動を単元に位置付けて授業を行うことで，学習の見通しをもって主体的に

学習に取り組む生徒の姿が見られるようになった。 

○「学び合い」について，その必然性を重視して単元に位置付け，生徒にも意識させたことで，

身に付けたい力に即した状況を学習シートや授業の振り返りから評価することができた。 

○地域の図書館や学校図書館との連携によって，単元におけるねらいに応じて情報の収集や並行

的な読書を構想・実施することができ，生徒の考えに広がりや深まりが見られた。 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

生徒が主体的に言語活動に取り組みながら，学び合いを通して，思考・判断・表現する単元構成

の工夫 

（２）研究主題設定の理由 

平成 26 年度に研究指定校として一年間，「Ｃ 読むこと」の領域において，生徒が主体的に

取り組む言語活動，特に対話を取り入れるなど，単元構成の工夫により生徒の思考力・判断力・

表現力等の向上を目指して実践研究に取り組んだ。単元構想計画表を活用することにより，課

題解決的な言語活動について国語科教員の共通理解が図られたことなど，一定の成果を上げる

ことができたが，次の二点についての課題が明らかになった。 
一つは，小グループ等での学び合いによって得た考えを，全体の場においてより広げたり深

めたりするための教師の関わり方であり，もう一つは，学び合いの場における個の学びの評価

と単位時間内及び単元全体における適切な評価の在り方についてである。これらの課題の改善

を図るとともに，生徒が主体的に取り組む単元を貫く課題解決的な言語活動を進め，授業にお

ける「身に付けさせたい力」への指導者の視点や生徒の思考を促す手立てを吟味・整理し，単

元の構成を工夫する必要があると考え，本主題を設定した。 
（３）研究体制 

     

 
 
 
 
 
 
  ・秋田県及び大仙市教育委員会 ・地区国語教育研究会 

・学区内小学校  ・学区内にある高等学校 

国語部会 学校図書館部会 他教科部会 

全体研修会 

校長 
研究推進委員会 



（４）２年間の主な取組 
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○課題把握（H27 年度全国学力・学習状況調査，H26 年度秋田県学習状況調査）           

 及び研究推進計画の立案 

○校内学習アンケートによる生徒の実態把握 

○学校図書館との連携を図る体制づくり   

○研究授業（7/14） 

・光る言葉で俳句を作ろう～表現の仕方を評価する～ 

  （「俳句の可能性」「俳句十六句」光村図書３年）  

○研究授業（9/16） 

 ・作品に込められた平和への思いを受け止め，考えたことを伝えよう～複数の

作品を読み，考えを広げる～  

  （「大人になれなかった弟たちに……」光村図書１年） 

 ・重ねて読んで人物像を深めよう～描写から人物像をとらえる～ 

  （「字のない葉書」光村図書２年，「ごはん」向田邦子著） 

○先進校視察  

○公開授業研究会（11/20） 公開授業，講演会 他 

 ・『竹取物語』の魅力を朗読で伝えよう～描写に注意して内容を理解し，自分の

考えをもつ～  

  （「蓬莱の玉の枝」－『竹取物語』から 光村図書１年，『竹取物語』角川書店編 

ビギナーズ・クラシックス，『竹取物語』石井睦美編訳） 

 ・『徒然草』から私たちの「よく生きよ」を発見しよう～知識や体験と関連付けて

自分の考えをもつ～ 

（「仁和寺にある法師」－『徒然草』から 光村図書２年，『徒然草』角川書店編

ビギナーズ・クラシックス） 

○秋田県学習状況調査の実施及び分析による実態把握（学習意欲・学力の定着度） 

○H27 年度のまとめ，報告と次年度に向けた研究計画の見直し 
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○H28 年度全国学力・学習状況調査及び H27 年度秋田県学習状況調査結果の分析

を通した課題把握及び研究計画の見直し 

○校内学習アンケートの実施による生徒の実態把握  

○学校図書館との連携の確認（随時） 

○中間のまとめを基にした年間指導計画の見直し 

○研究授業（7/21） 

・「アナザービュー」でメディアを読み解き，交流しよう～情報の見方について，

読み取ったことと関連付けて自分の考えをもつ～ 

  （「メディアと上手に付き合うために」光村図書 2 年，「『正しい』言葉は信じら

れるか」東京書籍 2年）  

 ・批評の眼を生かして俳句を読もう～観点をもち，根拠を明らかにして評価す

る～ 

  （「『批評』の言葉をためる」光村図書 3年，「俳句の可能性」光村図書 3年， 

「17 音の青春 神奈川大学全国高校生俳句大賞 2001 学校法人神奈川大学広

報委員会編 新潮 OH 文庫） 

○研究授業（9/16） 

 ・図表のある説明文を読み解こう～図表と文章の関わりについて自分の考えを

もつ～ 

  （「シカの『落ち穂拾い』」光村図書１年） 

○先進校視察等 

○公開授業研究会の開催（11／11） 公開授業，講話 他 

・クニマスからのメッセージを社会へ向けて発信しよう～筆者の考えをとらえて 

自分の考えをもつ～ 
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 （「幻の魚は生きていた」光村図書 1年） 

・二つの『平家物語』を読み比べよう～文章の表現に注目して，自分の考えを 

もつ～ 

  （「扇の的－『平家物語』から」光村図書 2年 他 参考資料） 

 ・名作が問いかける「生き方」を追究しよう～文章を読んで考え，自分の意見

をもつ～ 

  （「高瀬舟」光村図書 3年 他 参考図書，参考資料） 

○秋田県学習状況調査の実施及び分析による実態把握（学習意欲・学習の定着度） 

○校内学習アンケートによる生徒の変容の把握 

○H28 年度のまとめ，指定校としての 2年間の研究実践発表と報告書の作成 
 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 
① 「Ｃ 読むこと」の領域において，生徒が主体的に取り組む「課題解決的な言語活動」の位

置付け 
ア 単元名の工夫 
イ 単元構想計画表の活用 
ウ 研究課題，研究主題に関わる工夫 

② 「Ｃ 読むこと」の領域において，思考力・判断力・表現力等を高めるための指導の工夫 
ア 学び合いの充実 
イ 学校図書館との連携 
＜キーワードの定義＞ 

主 体 的 …生徒が何のために（単元で身に付ける力），どのように学習を進めるのか

（学習の流れ）を理解し，見通しをもって意欲的に学習を進める姿。 
言語活動…「課題解決的な言語活動」であり，生徒の思考力・判断力・表現力等を育

成するもの。 
学び合い…意見（考え）の交流の上，新しい考えにたどり着くこと。そこで得た内容

を分かりやすく伝えることまでを含む。 

 
（２）具体的な研究活動 

① 「Ｃ 読むこと」の領域において，生徒が主体的に取り組む「課題解決的な言語活動」を位

置付けること 
ア 単元名の工夫 

単元名において，「単元における課題解決的な言語活動」と，「単元で付けたい力」を明

記することで，どのような力を付けるためにどのような言語活動を行うのかを生徒にも理

解できるように提示した。 
   イ  単元構想表の活用 
      主体的な学びのための課題解決的な言語活動を位置付けるために単元構想計画表を活用

した。単元構想計画表を作成するに当たり，「付けたい力は何か，課題解決的な言語活動を

どのように設定して学習を組むか，その際の教材をどうするか，評価規準をどう設定する

か」という内容をセットで単元を構想するという共通理解を図った。指導事項や学習活動，

評価規準の整合性も確認した。 
   ウ 研究課題，研究主題に関わる工夫 
     指定校としての研究課題，及び本校国語科の研究主題に即した授業を行うために，四つ

の視点（「課題解決的な言語活動」「生徒が主体的に取り組む」「思考・判断・表現する」「学

び合い」）における工夫を具体的に明文化した。また，表にして学習指導案にも記すことで，

研究のポイントを明確にし，研究主題に沿った単元構成の確認，成果と課題が整理できる

ようにした。 
 



② 「Ｃ 読むこと」の領域において，思考力・判断力・表現力を高めるための指導を工夫する

こと 
ア 学び合いの充実 

     単元の中に，あるいは１時間の授業の中に「学び合い」を取り入れる際，必然性を重視

し，学習の流れの中で，どこに位置付けるのがよいか，形態はどのような形が有効かを内

容に照らして考えた。そうすることで，効果的な学び合いの在り方を模索した。その際，

ゴールを意識して，「何のために，どのような学び合いを目指すのか」を教師はもとより生

徒たちもイメージできるように工夫し，授業後に，生徒も教師も効果（考えの広がりや深

まり）が実感できる学び合いを目指した。例えば，思考の変容や深まりが見えるシートや

板書の工夫である。 
イ 図書館との連携 

地域の図書館や学校図書館と連携し，付けたい力に応じて，情報の収集や並行的な読書

を取り入れた単元を構想するようにした。 
     
３ 研究の成果と今後の取組 

（１） 研究の結果 

  

（２）今後の取組  

○生徒一人一人に，将来の社会生活の中で生きて働く国語の力を身に付けるために「どのよ

うに学ぶか」を自ら考えることのできる生徒を目指す。 

○２年間の成果と課題を踏まえて，生徒の主体的な学習の在り方を含めて，今後も一人一人

の学びを深める単元の構成を工夫する。特に，「魅力的な課題の提示，生徒による課題の発

見」に着目して，効果的かつ主体的な「学び合い」の在り方を考える。その際，実生活に

つながっていくような学習を一層意識する。 

○「どのような力が身に付いたか」を生徒が実感できる手立てと評価の仕方についての研究

を継続して進める。 

＜成果＞ 

○単元名を工夫することで，生徒に付けたい力と目的に応じた課題解決的な言語活動を改めて

明確にすることができた。このことは，単元の全体を構成するうえで有効であった。 

○単元名によって付けたい力と言語活動を生徒と共有することで，生徒とともに単元や一時間

一時間の授業の目的やゴールを確認・想定したり，生徒が見通しをもって学習に取り組んだ

りできるようになってきた。「何を解決し，どのような力を付けるのか」を生徒が意識する

ことで主体的に学ぶ姿が見られ，学習の振り返りも適切に行うことができるようになってき

た。 

○必然性のある学び合いとは効果が実感できる学習であると考えた。「何のために意見交流を

するのか（ペア，グループ，全体）」「どのようなゴールを目指すのか」を重視して単元に位

置付けたことで，付けたい力に即した効果を学習シートや授業の振り返りから評価すること

ができた。 

 ○地域の図書館や学校図書館との連携により，図書や新聞などを活用することができ，授業の 

内容に広がりがでた。また，司書教諭や図書ボランティアの協力により，単元に関連する図 

書や資料が学校図書館内や廊下に展示され，生徒の関心を高めることができた。 

 

＜課題＞ 

○主体的な学習を促す効果的な「学び合い」の設定 

・生徒による課題の発見，学習の計画 

・効果的な「学び合い」の位置付け 

○学びのエンジンとなりうる課題解決的な言語活動の設定 

・実生活を意識した言語活動   

○単元全体における適切な評価の在り方 

 


