
事 例 中学校 国語科 第１学年 「真実を語る」 

テーマ 「効果的な表現の仕方を理解し、表現を吟味しながら文章を書く

授業の工夫改善」

授業改善

の視点

①生徒が興味をもって、表現や内容を工夫してレポートを書くための指導計画の工夫改善

②学んだことのよさを実感して、身近な生活に目を向けたレポートを効果的に書くための指導

方法の工夫改善

１ 学習状況の把握と結果の分析

（１）学習状況の把握の方法

平成１９年度と平成２０年度の「全国学力・学習状況調査」を活用し、中学校第３学年の本校の学

習状況の結果を把握した。具体的には、国語科の「書くこと」の項目結果について分析した。また、

１学期に行った国語科アンケートの結果を使って分析した。

（２）学習状況の結果と分析

【結果】（平成１９年度「全国学力・学習状況調査」中学校３年生「書くこと」）

領

域

問題

番号

出題の趣旨

評価の観点 正答率

A

・

B

設問

番号

関心

意欲

態度

聞く 

能力

書く 

能力

読む 

能力

知識

理解

技能

全国

（％）

自校

（％）

書

く

こ

と

A

２一 手紙の頭語について理解して

いる

○ 85.4 91.7

２二 手紙の主文の書き出しの語に

ついて理解している

○ 80.6 90.9

２三 手紙の後付けについて理解し

ている

○ 55.0 51.7

７一

グラフから情報を読み取り、

文章の結論につながるように

書く 

○ 72.4 74.3

B

１三

情報を基に、根拠を明らかに

しながら、自分の考えが適切

に相手に伝わるように書く 

○ 75.9 70.6

２三

作品の内容や構成、表現上の

特色を踏まえ、自分の考えを

書く 

○ 74.8 68.4

３三

資料に表れているものの見方

や考え方をとらえ、伝えたい

事柄や考えを明確にして書く

○ 42.6 37.2



【結果】（平成２０年度「全国学力・学習状況調査」中学校３年生「書くこと」）

【結果】（平成２０年度「国語科アンケート」中学校１年生対象学級３４名 「書くこと」など）

項 目 自己評価の段階

・書くことについて １、好き 

７人

２、どちらかといえば

好き １１人

３、あまり好きではない

１１人

４、きらいだ

５人

・国語の授業に対する意欲

について

１、とてもがんばれて

いる ８人

２、がんばれている

２１人

３、ややがんばれてい

ない ５人

４、がんばれていない

０人

・挙手発言について １、とても積極的

３人

２、積極的

２２人

３、何時間かに一回く

らい ６人

４、ぜんぜんしない

３人

・聴く姿勢について １、話し手の顔を見て

聴ける ５人

２、よい

２２人

３、少しよくない

６人

４、集中できていないこと

が多い １人

・ノートやプリントの記入

について

１、工夫して必要なことが

書ける １０人

２、自分の考えと板書

が書ける ２０人

３、板書を写す 

４人

４、あまり書けない

０人

【分析】

・ 国語への関心・意欲・態度

生徒の意識は、「国語の授業に意欲的に参加していますか」「挙手発言についてはどうですか」

「聴く姿勢はいいですか」「ノートやプリントの記入は」といった項目についての自己評価はおお

むねよい。生徒一人一人が、自分の疑問を大切にして追究したり、仲間の考えから学ぼうとする姿

勢をもって学習に取り組んだりしている。しかし、「書くことは好きですか」の項目については、

領

域

問題

番号

出題の趣旨

評価の観点 正答率

A

・

B

設問

番号

関心

意欲

態度

聞く 

能力

書く 

能力

読む 

能力

知識

理解

技能

全国

（％）

自校

（％）

書

く

こ

と

A

３一 論理の展開に着目し、評価・

批評する

○ 40.5 45.7

３二 適切な段落を設けて、論理的

な文章にする

○ 71.5 67.5

B

１三

資料に書かれている情報の中

から必要な内容を選び、伝え

たい事柄が明確に伝わるよう

に書く 

○ 27.5 27.4

２三

表現に注意しながら文章を読

み、読み取った内容を条件に

合った表現に直して書く 

○ 46.9 46.7

３三

読み取った情報を根拠として

示しながら、自分の立場を明

確にして意見を書く 

○ 61.4 54.3



半数近くの生徒が「好きではない」としている。その理由として、「文章を書くことや漢字を書く

ことが苦手だから」「時間がかかる」「面倒くさいから」を挙げている。逆に、「好きだ」という

生徒は、「自分で文章を考えるのは楽しい」「まとめたり、工夫したりして書くことがおもしろい」

「丁寧に書くと充実感を味わえる」「書くことでいろんな力が身に付く」「話すことよりはおもし

ろい」といった理由を挙げている。書くことに抵抗を感じている生徒には、「書くことのよさや楽

しさ」を実感できる体験をすることや、苦手と感じる要因となっている事項についての理解を深め

る学習を重ねることを大切にしていく必要があると考えられる。

・ 書く能力

本校の生徒の「平成１９、２０年度全国学力・学習状況調査」の結果を見ると、設問Ａの「書く

こと」に関する項目においては、おおむね満足できる状況にあることから、授業等で学んだことを

理解して自分のものにできている生徒が多いといえる。しかし、平成１９年度の設問Ｂ「情報を基

に、根拠を明らかにしながら、自分の考えが適切に相手に伝わるように書く」「作品の内容や構

成、表現上の特色を踏まえ、自分の考えを書く」や、平成２０年度の設問Ｂ「表現に注意しなが

ら文章を読み、読み取った内容を条件に合った表現に直して書く」「読み取った情報を根拠とし

て示しながら、自分の立場を明確にして意見を書く」といった項目においての正答率が低かった。

特に、平成１９年度の「資料に表れているものの見方や考え方をとらえ、伝えたい事柄や考えを

明確にして書く」と平成２０年度の「資料に書かれている情報の中から必要な内容を選び、伝え

たい事柄が明確に伝わるように書く」の項目の正答率が最も低い。これらのことから、対象となる

情報の表現や内容を正確に捉える力、そして得た情報を自分自身と結び付けて捉えて書く力を必要

とされる。これらの実態の原因として、上記のような苦手意識をもっている生徒たちが、付けた力

を活用する経験を十分重ねてこなかったためだと考えられる。

２ 分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

国語科アンケートで、「自分の国語の力を伸ばすために、必要だと思うこと」として、生徒達は、

「漢字」「文法」といった言語に関する事項や「自分の考えをまずもつこと」「考えを発表するこ

と」「仲間の発言をしっかり聞くこと」といった態度について関心をもつとともに、「想像力を豊

かにすること」「読み深める力を付けること」「要点をまとめる力を付けること」等の基礎的・基

本的な力を挙げていた。まずは、これらの生徒の意識を大切にして授業を展開していきたいと考え

る。

また、全国学力・学習状況調査の結果から明らかになった、「書くこと」において身に付けた力

を活用することが十分にできていない生徒の実態から、『書かれている内容に対する自分自身の意

見や疑問を表現したり、書かれている表現のよさに着目して表現したりすることに課題がある』こ

とが分かった。

つまり、「興味・関心をもって書く」という活動を通して、自己の高まりが実感できる経験を重

ねることが、「こんな力が付いた」「書いてよかった」「もっとこう書きたい」という思いを育み、

そのことが次なる自らの学びの原動力になっていくと考えたのである。

よって、この実践を進めるにあたり、「説明的文章を読んで身の回りの生活に目を向け、自分で

設定したテーマについて必要な情報を集めて、表現や内容を工夫してレポートが書ける生徒」を目

指し、次の２点について授業改善を図ることにした。



（２）改善の具体的方途と実践

① 生徒が興味をもって、表現や内容を工夫してレポートを書くための指導計画の工夫改善

ア テーマ設定の在り方

・本実践では、生徒個々の興味・関心・意欲に応じて一人一人が自分でレポートのテーマを設定

する。

・テーマ設定及びレポート作成にあたっての各単位時間の流れを明確にするために、単元構造

図を作成し、「単元導入時と出口における生徒の意識の変容」や「単位時間１時間１時間の

役割」を意識して単元を貫く課題を設定する。

イ 「読むこと」とのかかわり

・単元の導入時において、あらかじめテーマについてある程度考えることで、その後活用する

「未来をひらく微生物」を自分の作成するレポートと結び付けて学ぼうとする意識を育むよ

うにする。

・「よりよいレポートにする」という意識を大切にできるように、本実践では、既習事項を基

にしながら、説明的文章の読み取りにおいて、内容と表現の両面から「筆者の工夫を発見しよ

う」という学びを位置付ける。

ウ レポートの指導

・これまでにも、生徒たちは、「紹介文を書く」「詩を作る」「最終感想を書く」「学習のま

とめを書く」等、様々な形式や文量の作品を書いてきている。本単元では、説明的文章の書

きぶりとレポートの書きぶりの違いや、読み手を意識した分かりやすい構成でレポートの書

き方について指導できるようにする。そのために、生徒が学習の見通しをもって「どのよう

な手順で取り組んでいけば、よりよいレポートが作成できるのか」が分かるような学習プリ

ントを準備する。また、レポートの充実を図るためにマッピングの仕方についても指導する。

① 生徒が興味をもって、表現や内容を工夫してレポートを書くための指導計画の工夫改善

② 学んだことのよさを実感して、身近な生活に目を向けたレポートを効果的に書くための指導方法

の工夫改善

《単元構造図》
※作成にあたって大切にしたこと

①「単元を貫く課題」が明確

になっているか

②「１時間または、まとまり

の授業の役割」が明確にな

っているか

③「導入・出口での生徒の意

識」が明確になっているか

④「１時間ごとの課題とねら

い」が書いてあるか

このように、生徒の意識と

単元のねらいを踏まえて、単

位時間の役割を明確にして

単元全体のイメージがもて

るようにした。



例：「真実を語る」の単元指導計画

② 学んだことのよさを実感して、身近な生活に目を向けたレポートを効果的に書くための指導方

法の工夫改善

ア レポートをよりよくするための視点の明確化

・「これまでの学習を通して学んだことが生かせたから、自分のレポートが前よりもよくなった」

と生徒が実感できるように、「レポートをよりよくするための視点」を生徒に分かる言葉で示

す。本単元では、既習事項の「題名・叙述・構成・具体例」等の「工夫」の視点の中から特に

「構成（主張と結びつけて引用する事実を取捨選択すること・選んだ事実の効果を踏まえて引

用する順番を工夫すること）」と「具体例（具体的数値の効果を考えること・引用する事実と

結び付けて写真や図表を厳選すること）」を重点としてレポートの作成ができるようにする。

イ ペア交流の在り方（相互評価の在り方）

・教科書の作品も含めて、よりよいものから学ぶという体験を大切にしたいと考える。本実践で

は、レポートをペアになって交流する活動を多く取り入れる。よさを自分の言葉で語ることがで

きることこそが、自分のものとして活用していける土台になるからである。また、ペアの組み方

についても生徒の実態を考慮して、意図性をもって取り組みたい。

・本時は、自分のレポートを仲間と交流することが中心となる。視点を意識しながら、自分のレ

ポートに自信をもって交流できるように、生徒が導入で「工夫の紹介文」を書く。 

・読み手は書き手の簡単な評価にとどまらず、相手が書いた「工夫の紹介文」やレポートの構成

用紙等も読みながら、必要に応じて質問等もしていくように促す。 

従前の単元指導計画（簡易版） 改善した単元指導計画（簡易版）

次 時 内 容 次 時 内 容

１

１

「真実を語る」の単元の流れを知る。「未

来をひらく微生物」を読み、初発の感想

や疑問をもつ。

１

１

「真実を語る」の単元の流れを知り、身近

にある事象に興味をもって、個人課題を考

える。

２
「未来をひらく微生物」の新出漢字の練

習をしたり語句調べをしたりする。
２

「未来をひらく微生物」を読み、初発の感

想や疑問をもつ。

２

３
「未来をひらく微生物」の筆者の主張を

読み取る。 ３
「未来をひらく微生物」の新出漢字の練習

をしたり語句調べをしたりする。

４
「未来をひらく微生物」の作品の構成を

考え、段落ごとの要点を整理する。

２

４
筆者の主張を読み取る。作品の構成を考え、

事実と意見を区別してマッピングする。

５
「未来をひらく微生物」を読み、筆者の

主張を伝えるための工夫を読み取る。 ５
個人課題を決め、レポートの大まかな構成

をマッピングする。

６
疑問やさらに考えてみたいことについ

て追究する。
６

疑問やさらに考えてみたいことについて追

究する。

３

７
身近にある事象に興味をもって、個人課

題を考える。
７

「未来をひらく微生物」を読み、筆者の主

張を伝えるための工夫を読み取る。 

８
レポートの個人課題について必要な情

報集めをする。

３

８
レポートの個人課題について必要な情報集

め・情報整理・自分の考えを書くなどする。

９
レポートの書き方を学び、情報整理・自

分の考えを書くなどする。
９

学んだ工夫点を意識して、レポートの構成

用紙を推敲し、レポートを書き始める。

10 「題名」「叙述」「構成」「具体例」など

を工夫して、レポートを書く。 
10 「題名」「叙述」「構成」「具体例」等を工夫

して、レポートを書く。 11 11

４ 12 レポート交流会、仲間から学んだことや

自分のレポートの振り返りを書く。 ４ 12 レポート交流会、仲間のよいところ見付け

や自分が今後に生かしたいことを書く。 



ウ 個に応じた指導・援助の工夫

・書くことに苦手意識を抱いている生徒も多いため、「テーマ設定」「マッピング」「構成決め」

「情報の収集」「構成の推敲」の各段階において個別につまずきに応じた指導を行う。 

・本時の学習の振り返りは、「高まったこと」「これからに生かしたいこと」といった内容で書

くようにする。

・教師は、書くことに対して苦手意識をもっている生徒の意識の変容やつまずき等を中心に実態

を分析し、レポートの評価を行いながら、今後の個別の手立てを具体化していく。

例：「レポート交流」の展開案

３ 授業改善後の成果

（１）生徒が興味をもって、表現や内容を工夫してレポートを書くための指導計画の工夫改善

① テーマ設定の在り方

・今回の授業改善では、生徒が自らテーマを設定してレポートを書いた。本単元の前には半数近

くの生徒が書くことに苦手意識を抱いる実態があった、本単元の学習の中で、生徒たちは、個々

の興味・関心に応じて楽しんで調べ学習をしたり、自分が集めた情報を明確な目的意識の中で

取捨選択したりすることができていた。レポートの交流会も充実した。一人一人が、単元を通

して「自分が楽しんで作ったレポートを見て欲しい」「仲間の作品を見てみたい」という強い

意欲をもつためには、今回のように生徒一人一人の興味、関心に応じたテーマ設定が効果的で

あると考える。

従前の授業展開案（簡易版） 改善した授業展開案（簡易版）

学習活動 指導・援助 学習活動 指導・援助

導

入

○本時の課題を確認し、

班交流のやり方を確

認する。

○自分のレポート

を読み返し、相

手に読みやすい

かどうかの確認

をさせる。

導

入

○レポートと構成用紙

を見比べ、自分が工夫

した点について話せ

るように準備をする。

○交流の視点と交流の

仕方を確認する。

○自分の工夫点を

紹介用紙に書か

せることで、相手

に伝わるように

させる。

展

開

○班交流をして、互いの

レポートを読み合う。

○班の代表を選び、代表

の作品から学ぶ。 

○工夫点を踏まえ

て、班代表の作

品を選んだ理由

が語れている生

徒の発言を価値

付ける。

展

開

○ペア交流をして、互い

のレポートのよさに

ついて意見を言う。 
○工夫の視点を踏まえ

て、仲間のレポートか

ら学んだことを発表

する。

○工夫点だけでな

く、その効果につ

いて語れている

生徒の発言を価

値付ける。 

ま

と

め

○単元のまとめと自己

評価を書く。 

○レポート作りを

振り返って学ん

だことを書かせ

る。 

ま

と

め

○単元のまとめと自己

評価を書く。 

○仲間から学んだ

ことや自分のレ

ポートを振り返

って感じたこと

を書かせること

で、今後への意識

をはぐくむ。



《生徒の意識の変容》

項 目 自己評価の段階

・書くことは好きですか？

（授業前）

１、 好き

７人

２、どちらかといえば好き

１１人

３、あまり好きではない

１１人

４、きらいだ

５人

・レポートを楽しんで書けま

したか？ （授業後）

１、楽しんで書けた

１７人

２、どちらかといえば楽しん

で書けた １２人

３、あまり楽しめなかった

３人

４、楽しめなかった

２人

② 「読むこと」とのかかわり

・説明的文章「未来をひらく微生物」の学習において、「筆者の工夫を発見しよう」という課題で

取り組んだことによって、主張を効果的に伝えるには何を工夫したらよいのかを考えて、表現の

仕方に目を向けて学ぼうとする生徒の意識が高まっていた。発見した工夫点を意識して、自分の

レポートの構成や叙述を推敲しようとする生徒の姿も多く見られた。

③ レポートの指導

・単元の中で、レポートの書き方を学び、いかに伝えたいことと結び付けてマッピングするのかを

考えたことによって、引用する事実の目的をはっきりさせて効果的に表現できた生徒が多かった。

《生徒に提示した教材文を使った

マッピングのモデル》

《生徒に提示したレポートのモデル》

学習の手順として、まず教科書の説明的文章のマッピングを行った。その中で、「筆者が主張したい

こと」を「微生物」をキーワードとして「引用する事実」が選び抜かれていることを確かめた。次に、

それをレポートにしたものを示し、どのような構成でレポートを書くとよいかを確かめた。



・今回の単元では、中学生になって初めて書くレポートであったため、形式を揃え、Ａ４の５ミ

リ方眼用紙一枚と限定した。このことで、生徒にとっては、限られた時間数の中で文量として

も適度であったし、叙述や引用する写真・図表の大きさにもこだわって表現しようとできてい

た。

《生徒作品》完成したレポート

《生徒が設定したレポートのテーマ》
①環境問題

『地球のために、今私たちができること』『ＥＣＯ

で地球を守る』『みんなで考えよう！ストップ温

暖化』

②部活・趣味

『我が野球部の飛躍』『２歳半から続けたもの～

新体操～』『テニスの歴史』『茶道について』

③生活・学習

『常識に潜む非常識』『ネチケットをもとう！』『な

ぜ校則が必要か』『フィリピンの学校』

④歴史・地理

『世界遺産に込められた願い』『徳川家の謎』

⑤職業（将来の夢）

『将来の夢～保育士になるために～』『日本の

命が危ない～医療問題～』等

《生徒に示したレポートを書くポイント》

☆テーマ名→題名にこだわって

☆課題設定の理由

→相手にわかるように

☆具体例→取捨選択して

☆主張→強い思いを表現して


