
学力向上推進に係る研修会 H29.10.10（火）,30（月） 協議シートより
「課題の改善に効果的な指導方法等について」【小学校国語】

〈書く〉
○どのように書けばいいのか、児童に型
（見本）を示す。
○書くことになれさせるためにも、日頃か
ら書く活動に取り組ませる。（日記・１００
マス作文・３分作文等）
○字数制限を設定したり取り入れるキー
ワードを示したりするなど、条件を付けて
文章を書かせる。
○他教科や総合的な学習等、国語科と連
携した単元を設定する。
○日や時間を決めて、記述式問題に取り
組ませる。
○「書く」言語活動を行う際、常に相手意
識や目的意識を持たせるようにする。

〈読書指導〉
○読書タイム等、全校で読書をする時間
を設定する。
○選書の仕方を指導する。
○テーマを決めたり、同じ作者の作品を集
めたりするなど、学級や図書室の読書環
境を整える。
○読書貯金、読書カレンダー等、視覚化
することで、児童の読書意欲を喚起する。
○調べ学習の際の、図書の活用の仕方を
指導する。

〈漢字・語彙指導〉
○授業時間にじっくりと行う。
（例えば始業時の５分間等）
○漢字の読み、書きだけでなく、意味、熟
語、短文作り等、合わせて指導する。
○新出漢字の学習は、それぞれの学期の
早い時期にまとめて行い、それ以降は小
テストを行う等をして、習熟を図る。
○１日に５問ずつ学習し、確実に習得させ
ていく。
○現在の学年より下の学年の問題に取り
組ませ、確実に習得させる。
○漢字のプリント等、児童自らがしたいと
きにできるようなシステム作りをする。
（プリントボックス等、プリントをいつでも
できるように準備しておく。）
○日頃から、漢字（文字）を丁寧に書くよう
指導する。
○学校独自の問題集を作成し、それに取

り組ませる。
○辞書を活用させる。（常に手元に置いて
おき、分からない言葉があればその場で
調べさせる。）
○漢字の博士試験を活用する。目標を設
定し、児童に意欲を持たせる。
○教科書の「言葉の宝箱」を活用する。

〈話す・聞く〉
○スピーチ等を行う場合、話す方、聞く方
それぞれに観点を与えておく。
○話し合う様子やスピーチの様子を、タブ
レットで録画して、振り返らせる。
○発表を聞いたら、反応するようにさせる。
（聞いて返す）
○話し方・聞き方のモデルを、児童にわか
るよう具体的に示しておく。
○授業の内容に合わせて、ペアトークや
グループトークを効果的に取り入れる。
○意見を言うときは、意見・根拠・理由を明
確にさせる。

〈読む〉
○NIEを取り入れる。（新聞の活用・読んで
感想を言ったり、書いたりさせる。）
○大事な言葉や文章に線を引かせながら
読む習慣を付けさせる。
○要点・要約・要旨を見極めるよう、低学
年から系統的に指導する。
○説明文では、文章の「書かれ方」に着目
して指導する。
○単元テスト以外の文章問題に定期的に
取り組ませる。
○読み聞かせを行う。（担任以外も）

〈授業づくり〉○先進県や先進校の「ノート指導」を各学年で統一して行う。
○児童が「できた」と思える経験を積むために、ヒントを準備したり児童をほめたりする。○ホワイトボード等教具を活用する。
○マスター問題集やチャレンジ確認シートを、授業の中で行い、きちんと解説までする。



学力向上推進に係る研修会 H29.10.10（火）,30（月） 協議シートより
「課題の改善に効果的な指導方法等について」【小学校算数】

〈割合の学習〉

○日常の場面と関連付けて考えさせる。
○スーパーのチラシなど生活の中から
問題を作るなどし、興味関心を高める。
○教科書通りの数字の前に、簡単な数字
で考えさせる。
○文意を押さえ、思考しやすいように、文
章中の言葉を色分けしたり、下線や波
線等を引かせる。
○図をかいてイメージを持ってから立式さ
せる。
○もとにする量は、１であることをおさえ、
なおかつもとにする量はどれにあたるか
を考えさせる。
○△△は○○の□倍や■％という言葉に
置きかえて考えさせる。
○具体物を用いて、どれくらいの割合かと
いう経験を積み重ねる。

〈説明する力を付ける〉

○単元構想計画を行う際、児童が自分の
考えを説明する場面を設定する。
○グループ学習の形態を取り、説明し合う
活動を通して、自分の考えを表現させる。
○どのように考えて立式したのか、話させ
る。
○算数用語を用いて説明させる。
○ノートに自分の考えをまとめさせる際に、
図や数直線、表などを意図的に使うよう指
導する。
○説明の仕方のモデルを示し、ならい書き
をさせたり、発表をさせたりする。〈多様な問題に触れる〉

○小数・分数など日常生活で使用する機
会の少ない計算は、定期的に練習させる。
○学力調査結果の課題に応じたプリント学
習に、毎日時間を確保し取り組ませる。
○放課後等に習熟度別や個人で選んだプ
リント学習に取り組ませる。
○授業の中で、学校独自の問題集や「チャ
レンジ確認シート」に取り組ませる。
○授業時間の終わりに、振り返りとして確
認テストを行う。
○問題を読む力を付けるために、学調形
式の問題や、教科書の活用問題を行う。
○子供のレベルに対応した難易度の問題を
用意し、個別に実施できるようにする。

〈面積の学習〉
○面積の公式のまちがいを減らすには、
既習事項を意識させるようなめあてを設
定する。（例）「長方形に変身させて面積
を求めよう」
○面積の学習をする際、三角形、四角形
の底辺や高さを赤ラインで入れる指導を
行う。
○子供が量感のイメージを持つことができ
るように意識して指導する。

〈数直線・図の活用〉

○小数の学習では必ず数直線をかかせ、便
利さ、わかりやすさを意識させる。
○数直線や図をかく指導を、１年生から系統
立てて指導する。
○「具体物から図、図から式」、「文章から図、
図から式」というように、順を追って考えさ
せる。
○日頃の授業から、数直線や図を使って
考えさせる。
○教科書にある数直線や図に、分かること
やこれから求めることなど、直接書き込ま
せる。

〈授業づくり〉
○ノートの取り方を校内で統一し、系統立
てた指導を行う。
○授業のはじめに前時の復習をする。
○プロジェクター等を活用し、視覚的に児
童に示す。
○単元の中で活用できそうな身近な題材
を取り上げる。
○児童の生活経験の乏しさを補った上で、
単元の学習に入る。
○算数用語を意図的に使う。



学力向上推進に係る研修会 H29.10.10（火）,30（月） 協議シートより
「課題の改善に効果的な指導方法等について」【中学校国語】

〈書く〉
○文章を書く際には、モデル文を示す。
○短い文でもいいので、書く機会を多く設
定する。
○行事ごとに課題作文を書かせる。
○単元の終末で、４００字程度の文章を書
かせる。
○書くことになれさせるためにも、日頃か
ら書く活動に取り組ませる。（日記・５０マ
ス作文・３分作文等）
○字数制限や取り入れるキーワードを示
す等、さまざまな条件を付けて文章を書
かせる。
○教科書下段の言葉を使って、短文を作
らせる。その際、５W1Hを取り入れて書
かせるようにする。
○細かい評価規準を生徒に示し、どのよう
に書けばよいのか、目的意識を持たせ
た上で、文章を書かせる。
○条件を付けて書くトレーニングを積む。
その条件が全て満たしているか、生徒同
士で確認し合えるようにする。
○生徒が「書きたい」と思えるテーマを設
定する。
○生徒の書いた文章で、よいものを随時
紹介していく。
○国語科に限らず、道徳や総合的な学習
の時間等を用いて、書く活動に取り組ま
せる。
○定期テストに、条件付きの記述問題を
取り入れる。

〈読書指導〉
○読書タイム等、全校で読書をする時間

を設定する。
○選書の仕方を指導する。
○多種多様な表現に親しめるように、本の
紹介をする。
○ビブリオバトルを実施する。

〈漢字指導〉

○授業時間内にじっくりと行う。
（例えば始業時の５分間等）
○漢字の読み、書きだけでなく、意味、熟
語、短文作り等を合わせて指導する。
○小テストを定期的に実施する。
覚える→テストで確認→直し を繰り返
す。（毎日・週に１回・単元末等）
○漢字の博士試験に計画的に取り組む。
自分が何級をするのかを意識させる。
○漢字学習の際、教師が「空書き」を行い、
生徒にも同じように「空書き」をしてから
書く練習をさせる。

〈話す・聞く〉
○授業の内容に合わせて、ペアトークや
グループトークを効果的に取り入れる。
○自分の意見を言う際に、条件を踏まえ
て発表させる。
○スピーチコンテストを実施する。
○四字熟語などを、スピーチ活動の題材
として活用する。

〈読む〉
○短歌、和歌、詩の学習の際に、表現技法
に力点を置いて指導する。
○比喩表現など、大事な言葉や文章に線
を引かせながら読む習慣を付けさせる。
○授業の中で、音読する時間を設定する。
○NIEを取り入れた授業づくりを行う。（新
聞の活用・読んで感想を言ったり、書いた
りさせる。）
○単元テスト以外の文章問題に定期的に
取り組ませる。（評価問題等）
○選択肢の問題に対応できるように、消去
法を身に付けさせる。
○文章を読み、内容を大まかに捉え整理
できる力を付けさせる。
○読解中心の授業に偏らず、文の構造を
読み取らせる。

〈語彙指導〉
○毎時間１つずつ、四字熟語やことわざ
等を取扱い、生徒に学習させる。
○語彙ノートを活用する。
教科書から言葉を拾い、意味だけでなく
用例も書き、その数を競わせる。
○難語句調べを、単元ごとに行う。
○辞書の使い方について、しっかりと指導
する。
○授業の中で、語句の意味を答えさせる。
○身の回りに、いろいろな種類の辞書を
置き、いつでも手に取って調べることが
できるようにしておく。



学力向上推進に係る研修会 H29.10.10（火）,30（月） 協議シートより
「課題の改善に効果的な指導方法等について」【中学校数学】

〈割合の学習〉
○単元の導入までに、関連する小学校での

既習事項を学び直す時間を設定する。
○1％を0.01でなく、100分の1として捉えさ
せる。
○先に言葉で書かれていることを図で示し
て、何を求めようとしているのか、明らかに
させる。
○日常の場面、身近な話題と関連付けて考

えさせる。
○ ①500×0.008＝40 500＋40=540

②500×1.08=540 両方指導する
○スーパーのチラシなどの生活の中から
問題を作るなどし、興味関心を高める。
○割合の指導の際、かけ算の式で意味を理
解させる。答えを求めるときは、かけ算の
式を基に、わり算の式を考えさせる。
[例]「 円の1.5倍は150円」
① ×1.5＝150…意味理解
② ＝150÷1.5…解答を導く

〈指導において〉

○公式や文字式を使わずに、まず、小学校
で学んだ「ことばの式」で考えさせる。
○グループ学習の仕方を工夫し、生徒同士
で学び合いができるようにする。
○問題を解く前に予想をさせる（見通しを持
たせる）ことで、自分の答えが予想と違う
場合に間違いに気付くようにさせる。
○生徒に、採点基準を明確に示す。
○数量関係を見つけるために、線分図を用
いて考えさせる。
○小学校での指導を生かし、中学校でも具
体物を使って考えさせる。
○記述問題を定期テストで出題する。
○数学部会で、テストの出題問題を検討し、
生徒に身に付けさせたい力を共有する。

〈図形の学習〉
○おうぎ形の学習の際、円をかかせて考
えさせたり、中心角で割合を意識させる。
○図形の移動についてのきまりや特徴を
考察する力を付けるためには、作業をさ
せるだけでなく、どのように移動したのか
を正確に説明させる。
○実際に紙を切って考えさせるなどの活
動を取り入れる。

〈計算の学習〉
○授業開始時に数分、練習問題を行う。
○分数の計算は、小学校の課題を意識
して指導する。
○基礎基本が身に付いたか、振り返る
時間を設定する。
○二元一次方程式の指導の際、整数だ
けではなく、小数や分数も取扱い、
グラフと関連付けて指導する。

〈説明する力を付ける〉

○ペア学習等で自分の考えや内容をそれ
ぞれが交互に話すようにして、自分の考
えを言葉にできるようにさせる。
○説明する文を□ぬきなどにして、説明の
仕方に慣れさせる。
○説明の苦手な生徒には、人の説明を聞く
ことから取り組ませる。
○説明の型（パターン）や数学用語を使っ
て説明できるように指導する。
○自分の考えや友達の考えを、必ずノート
に書かせる。

〈関数の学習〉

○関数の意味を正しく理解させるには、
「～決める」「…決まる」の言葉を強調し
て指導する。
○授業の中で、実際に実験を行ってみて、
測定値の吟味をするという経験を積ま
せる。
〈おすすめ〉
・ｙ=aｘ²なら、振り子（ロープ、乾電池…）
・一次関数なら、「カー フェリーとジェッ
トホイル」の題材（東京書籍教科書）

○学習内容に応じて、生徒に疑問を持た
せることができる題材や場面を設定し、
関数を活用し、考えさせる。


