
平成 26 年度プロジェクト研究                            

 

「確かな学力」を育成する研究 
―学力・学習状況等に関する課題分析と沖縄型授業づくりの取組を通して― 

                         

Ⅰ テーマ設定の理由 
 かつて、琉球王国の時代、ウチナーンチュは「万国津梁」の精神で、世界の架け橋としての自らの存在

意義を自覚し、世界中の国々と交流して国を繁栄させてきた。琉球史によれば、外交と交易によって国を

興す背景には、難関の「科挙」試験を突破した役人たちからなる知的集団が存在したとされている。また、

当時巨大な先進国の一つであった中国から知識人や職人を積極的に受け入れ、異なる背景を持つ人々の風

を招き入れることで、自らの文化や政治体制、産業を洗練させていったとされる。持てる知恵と言葉を駆

使し、国を繋ぎ、人々を繋いでいた先人たちの姿は、現在の世界が求める持続可能な共生社会のさきがけ

とも言えるのではないかと考える。 

 沖縄県は、21世紀を「新万国津梁時代」と捉え、「21 世紀に求められる人権尊重と共生の精神を基に、

時代を切り拓き、世界と交流し、ともに支え合う平和で豊かな『美ら島』おきなわを創造する」という理

念を掲げ「沖縄 21 世紀ビジョン」（2011）を策定した。その中で、県民が望む沖縄の将来像として「人材

こそ最大の資源」との考えをもとに、「充実した教育環境のもと、子どもたちが地域への誇りを持ち、大

きな夢と目標を抱いて生き生きと学んでいる」「学力や進学率などの教育水準が高く、語学教育が充実し

ている」「幼い頃よりしつけや道徳などの人間教育を行い、心豊かな人間を育てる」などが示されている。

概ね 2030 年のあるべき沖縄の姿を示した「沖縄 21世紀ビジョン」の実現には、その頃、沖縄の社会の中

核的存在となっているであろう現在の幼児児童生徒の育成が重要となってくる。教育には、幼児児童生徒

を、次の時代を切り拓く主人公として沖縄の発展を支える人材に育てることが期待されている。 

 これまで、本県の教育には様々な課題があり、「確かな学力」の育成においては、全国学力・学習状況

調査で最下位が続くなど深刻な状況であった。平成 26年度全国学力・学習状況調査の結果、小学校は初め

て最下位を脱出し、算数Ａにおいては全国平均を 2.8 ポイント上回り、全国６位に入るなど、過去の結果

と比較して一定の改善が見られた。これは、各学校が研修活動の強化や「補充的な学習」、「発展的な学

習」の指導の充実を図ってきた結果と考えられる。しかし、依然として活用の場面では課題が見られた。

また、中学校においては、全体的に差は縮まってきたものの、基礎的・基本的な知識・技能や、それらを

活用して課題を解決するための思考力・判断力・表現力等の育成に課題が見られる。 

昨年度のプロジェクト研究では、これらの課題解決のために、現行学習指導要領が求める授業づくりを

徹底することや、児童生徒の学習動機を形成し、学習行動を習得させるための指導を充実させる必要性が

明らかとなった。また、全国学力・学習状況調査の結果は、中学校で差が開く傾向にあり、その要因を解

明することも求められている。これらの課題に対応するために、現行学習指導要領が求める授業づくりを

本県の現状を踏まえて構築する「沖縄型授業づくり」として研究を深めるとともに、その具体例を示して

いく必要があると考える。また、一定の成果が見られた小学校との連続性を見据えた、中学校での指導の

在り方を提案することで、課題の解決に繋がると考える。 

 そこで本研究においては、全国学力・学習状況調査の結果分析をもとに、「沖縄型授業づくり」に関す

る理論とその具体例や、児童生徒を自立した学習者に育てる指導の工夫について提示し、本県幼児児童生

徒の「確かな学力」の育成に資することとした。 

 

Ⅱ 研究の目的 

これまでの研究を受けて、本県幼児児童生徒に「確かな学力」を育成するために、各種調査等の分析を

通して課題を洗い出し、昨年度プロジェクト研究で示された「児童生徒の学力向上に必要な改善の方針」

に沿って、「沖縄型授業づくり」に関する理論研究、実践研究を行う。そこから得られた新たな知見を、

研究報告書・指導資料等の作成や研究発表会の実施によって各学校、教育関係者等へ提供し、学校教育の

充実と本県の教育課題解決に資する。 

◆平成 25年度プロジェクト研究で示した「児童生徒の学力向上に必要な改善の方針」 

  ① 学習指導要領が求める授業づくりの徹底    

  ② 学習動機の形成と学習行動の習得      



  ③ 校長・教頭を中心とした同僚性の構築と協働による教育の推進、研修の充実 

 

Ⅲ 研究経過と研究計画  
月 日 曜 事 項 取 組 内 容 

４ 10 

24 

木 

木 

第１回プロジェクト研究委員会 

第２回プロジェクト研究委員会 

研究テーマの共有・計画検討 

研究の方針（ホワイトボードミーティング） 

５ ７ 

９ 

 

23 

29 

水 

金 

 

金 

木 

調査研究テーマ検討会 

第１回教育講演会 

 

第３回プロジェクト研究委員会 

第４回プロジェクト研究委員会 

 

演題「たしかな学びを育てる授業づくりのため

に」 

講師：東京大学大学院教育学研究科教授  

秋田喜代美氏 

６ 12 

26 

木 

木 

第５回プロジェクト研究委員会 

第６回プロジェクト研究委員会 

 

７ 10 

11 

18 

29 

木 

金 

金 

火 

第７回プロジェクト研究委員会 

研究協力委員委嘱式・打ち合わせ 

研究協力委員打ち合わせ 

第２回教育講演会 

 

仲西中学校：山城高雄、浦城小学校：比嘉望美 

仲西中学校 

演題「ヘルスプロモーションからみる体力と学

力」 

講師：琉球大学教育学部准教授 宮城 政也氏 

８ 21 木 第８回プロジェクト研究委員会  

９ ５ 

９ 

18 

24 

30 

金 

火 

木 

水 

火 

調査結果分析作業① 

調査結果分析作業② 

第９回プロジェクト研究委員会 

調査結果分析作業③ 

第１回プロジェクト学習会 

 

 

 

 

演題「学校課題を解決するための特色ある教育課

程の編成を目指して」 

講師：佐良浜中学校校長 根路銘 敢 氏 

10 16 

 

17 

木 

 

金 

プロジェクト研究委員会リハーサル 

福井教育フォーラムに参加（～17 日） 

調査研究中間検討会 

研究協力委員委嘱式・打ち合わせ 

「沖縄型授業づくり」指導案作成 

中間検討会原稿・プレゼン検討会 

講演会、シンポジウム、学校公開に参加 

 

津覇小学校：與座優子 

指導案検討会 

11 ６ 

20 

木 

木 

第 10 回プロジェクト研究委員会 

第２回プロジェクト学習会 

 

 

学力向上推進室との連携による「沖縄型授業づく

り」指導案検討会  

12 ４ 

３ 

～  
24 

26 

木 

 

 

 

金 

第 11 回プロジェクト研究委員会 

「沖縄型授業づくり」研究授業・算数 

「沖縄型授業づくり」研究授業・数学 

津覇小学校の実践のまとめ 

第３回教育講演会 

 

事前授業、研究授業参観・授業研究会 

事前授業、研究授業参観・授業研究会 

成績データと家庭学習ファイルの分析 

演題「子どもの笑顔があふれる学級・授業づくり」 

講師：京都教育大学客員教授 後野 文雄 氏 

１ ８ 

 

 

29 

木 

 

 

木 

第 12 回プロジェクト研究委員会 

「沖縄型授業づくり」算数・編集作業 

「沖縄型授業づくり」数学・編集作業 

第 13回プロジェクト研究委員会 

発表用原稿検討会 

動画編集、事例集作成作業 

動画編集、事例集作成作業 

発表用原稿・プレゼン検討会 

２ ２ 

７ 

月 

土 

研究成果リハーサル 

研究発表会 

 

 

第 14 回プロジェクト研究委員会 

 

演題「確かな学力を育てる『探究型授業』とそれ

を創り出す授業研究」 

講師：秋田大学 教授 阿部 昇 氏 

報告書原稿検討会 

３   第 15 回プロジェクト研究委員会 

平成 26 年度調査研究報告書配布 

研究のまとめ 次年度テーマ決定 



Ⅳ 研究の内容 

 １ 沖縄県の児童生徒の学力に関する分析 

   昨年度のプロジェクト研究では、秋田派遣教諭によるシンポジウムや秋田大学の阿部昇氏の講演会

を行い、学力全国上位の秋田県における取組を見ることができた。本県と秋田県との比較を通して課

題を洗い出し、改善策を模索してきた経緯をふまえ、平成 26 年度全国学力・学習状況調査結果の分析

を行うにあたり、本県と全国平均、秋田県との比較から分析、考察する。以下、その主な内容である。 

(1) 全体の傾向（全国平均・秋田県との比較） 

表１ 平成 26 年度全国学力・学習状況調査の教科別結果と秋田県との比較（小学校） 

 

表２ 平成 26 年度全国学力・学習状況調査の教科別結果と秋田県との比較（中学校） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１、表２から、中学校国語Ｂをのぞく教科で、昨年度と比較して沖縄県は全国平均との差が縮 

まっている。また、小学校算数Ａにおいて初めて全国平均を上回り、昨年度の 47位から６位に入る

など、顕著な改善が見られた。このことから小学校算数においては、基礎の定着が図られているこ

とがうかがえる。小学校が改善傾向にあるなか、依然として中学校で全教科において全国平均との

差がみられる（図１）。しかしながら中学校数学では、平成 19 年度の調査開始以来、初めて全国と

の差が 10ポイント以内に入り、少しずつではあるが改善傾向にあると言える。また、秋田県との比

較では、改善の見られた小学校においてもＢ問題の差は大きいことがうかがえる。 

(2) 正答数分布の傾向（昨年度との比較） 

昨年度と今年度の正答数分布グラフを比較して考察する。棒グラフは沖縄県（公立）、折れ線グ 

ラフは全国（公立）の正答数分布であり、縦軸は割合、横軸は正答数を表している。 

小学校国語において、昨年度と比較して、本県は下位層が少しずつ減り、中位層に多くの児童が 

移行している。よってグラフの山が右寄りになり、全国平均のグラフの形とほぼ重なり、ほとんど

差が見られなくなってきた（図２～図５）。 

 沖縄県 全国平均 秋田県 全国と沖縄の差（昨年） 秋田と沖縄の差 

国語 Ａ ７２．０ ７２．９ ７７．４ －０．９（－４．４） －５．４ 

国語 Ｂ ５４．５ ５５．５ ６７．３ －１．０（－３．９） －１２．８ 

算数 Ａ ８０．９ ７８．１ ８５．１ ＋２．８（－３．９） －４．２ 

算数 Ｂ ５７．１ ５８．２ ６６．２ －１．１（－４．０） －９．１ 

 沖縄県 全国平均 秋田県 全国と沖縄の差（昨年） 秋田と沖縄の差 

国語 Ａ ７４．４ ７９．４ ８４．４ －５．０（－７．２） －１０．０ 

国語 Ｂ ４５．６ ５１．０ ５５．８ －５．４（－５．０） －１０．２ 

数学 Ａ ５８．２ ６７．４ ７３．０ －９．２（－１０．５） －１４．８ 

数学 Ｂ ５０．３ ５９．８ ６５．５ －９．５（－１１．７） －１５．２ 

図１ Ｈ26 全国学力・学習状況調査の教科別の差の比較（0.0 が全国平均） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校算数において、昨年度と比較して中位層が上位層へ移行し、全国平均のグラフとほぼ重な

り、その差がなくなってきている（図６～図９）。特に算数Ａについては、満点の児童の割合が最

も多くなっている（図７）。昨年度本県の課題として、全教科で下位層が多く上位層が少ないこと

が指摘された。そのため、下位層の児童の学力の底上げをする取組が、それぞれの学校で行われた

と推察される。また、国語Ｂ、算数Ｂも改善が見られることから、昨年度のプロジェクト研究で示

した改善の方針である平成 20年告示学習指導要領改訂の趣旨の理解の徹底と、指導体制の充実を図

る取組がなされ、その効果が表れつつあると考える。 

図２ Ｈ25 正答数分布グラフ（小学校国語Ａ） 図３ Ｈ26 正答数分布グラフ（小学校国語Ａ） 

図４ Ｈ25 正答数分布グラフ（小学校国語Ｂ） 図５ Ｈ26 正答数分布グラフ（小学校国語Ｂ） 

図６ Ｈ25 正答数分布グラフ（小学校算数Ａ） 
図７ Ｈ26 正答数分布グラフ（小学校算数Ａ） 

図８ Ｈ25 正答数分布グラフ（小学校算数Ｂ） 図９ Ｈ26 正答数分布グラフ（小学校算数Ｂ） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学校国語Ａに関して、中位層が右により、グラフの形は全国と重なってきてはいるが、正答数 

が高くなるとその割合の差は開いている（図 10、図 11）。また、昨年度と比較して全国平均との差

が 2.2 ポイント縮まったことからも改善が見られる。しかし、国語Ｂに関しては、昨年度と難易度

の差はあるものの昨年同様下位層が多く、上位層が少ない傾向は変わらず見られる（図 12、図 13）。 

    数学Ａは今年度中位層が上位層に移行し、若干改善の様子が見られる（図 14、図 15）。数学Ｂは

数学Ａ、国語Ａ、Ｂと比較して全国平均との差が一番大きいことから、依然として下位層が多く上

位層が少ない傾向がある。しかし、昨年度と比較して見ると、下位層が中位層に分散し、全国との

差はあるものの、少しずつではあるが改善されつつある（図 16、図 17）。 

図 10 H.25 正答数分布グラフ（中学校国語Ａ） 図 11 H.26 正答数分布グラフ（中学校国語Ａ） 

図 12 H.25 正答数分布グラフ（中学校国語Ｂ） 図 13 H.26 正答数分布グラフ（中学校国語Ｂ） 

図 14 H.25 正答数分布グラフ（中学校数学Ａ） 図 15 H.26 正答数分布グラフ（中学校数学Ａ） 

図 16 H.25 正答数分布グラフ（中学校数学Ｂ） 図 17 H.26 正答数分布グラフ（中学校数学Ｂ） 



表３ 小学校国語Ａ 領域ごとの正答率 

表４ 小学校国語Ａ 沖縄県の課題のある問題 

(3) 各教科に関する分析 

今年度の全国学力・学習状況調査の結果から、全国平均との比較を通して本県の課題を洗い出す 

とともに、昨年度のプロジェクト研究から継続して、全国学力上位の秋田県との比較も行い、どの

ような傾向が見られるのかを考察し、その改善策を提案する。 

① 小学校国語Ａ 

各教科の設問を領域ごとに分けて示した。一つの設問が二つの領域にまたがっているものもあ

る。小学校国語Ａにおいては、領域ごとの平均正答率の差が－2.5～＋0.4 となり、昨年度と比較

して、全国平均との差が縮小した。「読むこと」については、全国平均の正答率を上回っている。

「話すこと・聞くこと」、「書くこと」に関する領域において、秋田との差が大きかった（表３）。 

 

 

 

 

 

今年度の結果からは、問題１二（３）や、１一（３）のように、「漢字を正しく読む・書く」

ことに課題が見られる。漢字の学習では、繰り返し学習を行うための時間を確保することや、家

庭と連携し、自律的な学習の定着を図ることが求められる。また、問題２二や、８のように、故

事成語や言葉の意味とその使い方に課題がある。これらは国語辞典を活用し、意味を調べて実際

に使う場面を考えさせたり、実生活の中で起こることやその様子と故事成語を関連付けて用いた

りすることができるよう、指導の工夫が求められる（表４）。 

② 小学校国語Ｂ 

小学校国語Ｂにおいては、領域ごとの平均正答率の差が－1.5～－0.8 となり、昨年度と比較し

て、全国平均との差が縮小したが、依然としてすべての領域において下回っており、引き続き、

分 類 区   分 設問 沖縄 全国 秋田 
沖縄と全国の差 

（昨年） 

沖縄と 

秋田の差 

学習指導

要領の領

域等 

話すこと・聞くこと 1 69.9 72.4 79.3 －2.5(－4.5) －9.4 

書くこと 3 71.7 72.2 79.8 －0.5(－5.1) －8.1 

読むこと 2 68.9 68.5 73.7 ＋0.4(－0.1) －4.8 

伝統的な言語活動と国語

の特質に関する事項 
12 72.6 73.7 77.8 －1.1(－3.9) －5.2 

全体 15 72.0 72.9 77.4 －0.9(－4.4) －5.4 

番号 設問の概要 出題の趣旨 領域 形式 
正答

率 

無解

答率 

全国差 

(秋田差) 

【正答率の最も低い問題】 

２二 

故事成語の使い方として

適切なものを選択する

（百聞は一見にしかず） 

故事成語の意味と

使い方を理解する 

伝統的な言

語活動等 
選択式 47.3 0.3 

－2.6 

(－0.6) 

【無解答率の最も高い問題】 

１ 二

（３） 

漢字を書く（かぜをよぼ

うする） 

学年別漢字配当表

に示されている漢

字を正しく書く 

伝統的な言

語活動等 
短答式 76.9 5.9 

－0.5 

(－7.5) 

【全国との差が最も大きい問題】 

８ 

言葉の意味と使い方を

捉え，適切なものを選択

する（はかる） 

国語辞典を使って，

言葉の意味と使い

方を理解する 

伝統的な言

語活動等 
選択式 69.2 2.2 

－5.1 

(－11.0) 

【秋田との差が最も大きい問題】 

１ 一

（３） 

漢字を読む（勢いよく走

り出す） 

学年別漢字配当表

に示されている漢

字を正しく読む 

伝統的な言

語活動等 
短答式 72.2 1.3 

－2.2 

(－12.3) 



表６ 小学校国語Ｂ 沖縄県の課題のある問題 

基礎的・基本的な知識・技能を活用する能力の指導の充実が求められる。また、「書くこと」の

領域で秋田との差が一番大きい（表５）。 

 

 

 

 

      

正答率が低い「立場を明確にして、質問や意見を述べる」ことや、無解答率の高い「自分の考 

えを書く」ことからは、一定の立場に立ったうえで質問を考える、自分の意見を持つ（考える）、

比べる視点が分かる等の指導の改善が必要であることが推察される。目的や課題に応じて、必要

な情報を取り出し、条件に応じて整理して書くなどの指導の充実が求められる。また、根拠に基

づき考えをまとめることを大事にし、一人一人の感じ方に違いがあることに気付かせながら、深

めていく指導を目指したい。それとともに、身に付けたい力の明確化と学習内容の焦点化、思考

を深める言語活動の充実を図りながら、記述式問題に対応できる力を育てたい（表６）。 

③ 小学校算数Ａ 

小学校算数Ａにおいては、領域ごとの全国平均正答率との差が昨年度は、－6.5～－3.0 と全領

域で全国平均を下回っていたが、今年度は＋1.8～＋5.6 とすべての領域で改善が図られた。また、

今年度は、平成 19年度の調査開始以来、全領域で全国の平均正答率を上回り、これまでの取組の

成果が見られ、順位も全国６位となった。特に「図形」については、昨年に比べ＋9.2 ポイント

の大幅な改善が見られた（表７）。 

 

 

 

無解答率の最も高い問題、全国及び秋田県との差が最も大きい問題は、本県においても正答率

の低い問題である。その課題を克服するために、「平行四辺形の作図の問題」は、図形の約束や

分 類 区   分 設問 沖縄 全国 秋田 
沖縄と全国の差 

（昨年） 

沖縄と 

秋田の差 

学習指導

要領の領

域等 

話すこと・聞くこと 3 49.7 51.2 60.8 －1.5(－1.3) －11.1 

書くこと 3 33.5 34.4 52.8 －0.9(－3.5) －19.3 

読むこと 7 56.5 57.3 70.1 －0.8(－6.0) －13.6 

伝統的な言語活動と国語

の特質に関する事項 
2 68.8 69.8 77.3 －1.0(－2.7) －8.5 

全体 10 54.5 55.5 67.3 －1.0(－3.9) －12.8 

番号 設問の概要 出題の趣旨 領域 形式 
正答

率 

無解

答率 

全国差 

(秋田差) 

【正答率の最も低い問題】 

１三 

大野さん➋の発言に対し，

手書きの立場から質問か

意見を書く 

立場を明確にして，

質問や意見を述べる 

話すこと・ 

聞くこと 

書くこと 

記述式 27.1 6.9 
－1.2 

(－14.6) 

【無解答率の最も高い問題かつ全国及び秋田との差が最も大きい問題】 

３三 

【詩１】と【詩２】を比べ

て読んで考えたことを書

く 

二つの詩を比べて

読み，自分の考えを

書く 

書くこと 

読むこと 
記述式 44.2 29.9 

－3.9 

(－26.7) 

分 類 区 分 設問 沖縄 全国 秋田 沖縄と全国の差（昨年） 沖縄と秋田の差 

学 習 指

導 要 領

の 領 域

等 

数と計算 8 83.6 81.8 87.8 ＋1.8(－3.5) －4.2 

量と測定 3 77.0 74.8 82.0 ＋2.2(－3.4) －5.0 

図形 4 74.5 71.8 79.2 ＋2.7(－6.5) －4.7 

数量関係 3 86.9 81.3 90.5 ＋5.6(－3.0) －3.6 

全体 17 80.9 78.1 85.1 ＋2.8(－3.9) －4.2 

表７ 小学校算数Ａ 領域ごとの正答率 

表５ 小学校国語Ｂ 領域ごとの正答率 



表９ 小学校算数Ｂ 領域ごとの正答率 

性質に基づいて作図できるようにすることが大切である。「単位量当たりの大きさの問題」は、

単位量にする量を明確にして、立式できるようにすることが大切である。「分数」は、分数の相

等及び大小について、分数の表し方が異なっていても数としては同じ大きさを表していることを

理解できるようにすることが大切である。「割合」は、割合が整数である場合の計算の考え方を

基にして、乗法の意味を拡張し、理解を深めることが大切である。 

今年度の結果から、17 題中 16 題が全国平均の正答率を上回った。今後も継続して児童に基礎

的・基本的な知識・技能を確実に身に付けさせる授業改善を進めていく必要がある（表８）。 

 

 

④  小学校算数Ｂ 

     小学校算数Ｂにおいては、領域ごとの平均正答率の差が－5.4～－0.4 となり、昨年度と比較し

て、全国平均との差は縮まった。「数と計算」「量と測定」「数量関係」については、改善が見られ

た。しかし、「図形」が依然として全国平均との差が－5.4 ポイント、秋田との差が－14.7 ポイン

トあり課題である（表９）。 

 

      

「妹の身長を基に、妹の使いやすい箸の長さの求め方と答えを書く問題」は、正答率が 31.5％

で最も低く、無解答率も 17.1％で最も高い。秋田との差も－14.8 ポイントで最も差が大きい問題

である。このような問題に関しては、問題解決に用いる情報は何か、また、その情報をどのよう

に用いれば良いかを明らかにし、筋道を立てて考える活動を行うことが大切である。 

     全国との差が－7.8 ポイントで最も大きい問題は、「全体と部分の関係を示すために用いるグ

ラフを選択することができるかをみる問題」である。また、秋田との差も－13.2 ポイントと大き

番号 設問の概要 出題の趣旨 領域 形式 
正答

率 

無解

答率 

全国差

(秋田差) 

【正答率の最も低い問題】 

６ 

コンパスを使った平行四

辺形のかき方について，用

いられている平行四辺形

の特徴を選ぶ 

作図に用いられてい

る図形の約束や性質

を理解している 
図形 選択式 55.8 0.3 

＋3.8 

(－5.2) 

【無解答率の最も高い問題】 

４（２） 

８ｍ2 に１６人いるＡの部

屋について，１ｍ2 当たり

の人数を求める式を書く 

単位量当たりの大き

さの求め方を理解し

ている 

量と測

定 
短答式 64.1 1.6 

＋3.3 

(－7.9) 

【全国との差が最も大きい問題】 

３ 
示された分数の中から，１

／２より大きいものを選ぶ 

分数の相等及び大小

について理解してい

る 

数と計

算 
選択式 71.5 0.3 

－1.0 

(－5.8) 

【秋田との差が最も大きい問題】 

２（２） 

示された図を基に，青いテ

ープの長さが白いテープの

長さ（８０ｃｍ）の０．４

倍に当たるときの青いテー

プの長さを求める式を選ぶ 

割合が１より小さい

場合でも，比較量の

求め方が（基準量）

×（割合）になるこ

とを理解している 

数と計

算 
選択式 57.5 0.1 

＋3.4 

(－8.5) 

分 類 区 分 設問 沖縄 全国 秋田 沖縄と全国の差（昨年） 沖縄と秋田の差 

学 習 指

導 要 領

の 領 域

等 

数と計算 8 60.5 61.3 69.6 －0.8(－3.4) －9.1 

量と測定 5 55.8 56.5 63.5 －0.7(－3.8) －7.7 

図形 1 60.3 65.7 75.0 －5.4(－4.0) －14.7 

数量関係 5 55.8 56.2 65.5 －0.4(－5.2) －9.7 

全体 13 57.1 58.2 66.2 －1.1(－4.0) －9.1 

表８ 小学校算数Ａ 沖縄県の課題のある問題 



い。このような問題に関しては、表す目的に応じて適切なグラフを選択できるようにする活動を

行うことが大切である（表 10）。 
 

 

     ⑤ 中学校国語Ａ 

中学校国語Ａにおいては、全国平均との差が－5.0 ポイントとなり改善が見られる。領域別で 

    は、「話すこと・聞くこと」の正答率が 67.0％と最も低く、「伝統的な言語活動と国語の特質に 

関する事項」で全国や秋田との差が大きかった（表 11）。 

 

 

  

 

正答率が最も低い問題は「二人の発言を聞いて，意見の相違点を整理する」で相違点を見つけ 

字数内でまとめる問題であった。資料や文章を読み、必要な情報を読み取る指導の工夫が求めら 

れる。また、無解答率の最も高い問題は漢字の書き取りでこの問題は正答率も２番目に低い。全 

番号 設問の概要 出題の趣旨 領域 形式 
正答

率 

無解

答率 

全国差 

(秋田差) 

【正答率の最も低い問題・無解答率の最も高い問題・秋田との差が最も大きい問題】 

５（３） 

妹の身長を基に，妹の使

いやすい箸の長さの求

め方と答えを書く 

示された情報を整理

し，筋道を立てて考

え，小数倍の長さの

求め方を記述できる 

数と計算 

数量関係 
記述式 31.5 17.1 

－1.5 

(－14.8) 

【全国との差が最も大きい問題】 

２（３） 

６・７月の水の使用量

が，１年間の水の使用量

の１／４より多いこと

を説明するために用い

る適当なグラフを選ぶ 

全体と部分の関係を

示すために用いるグ

ラフを選択すること

ができる 

量と測定 

数量関係 
選択式 53.7 1.3 

－7.8 

(－13.2) 

分 類 区   分 設問 沖縄 全国 秋田 
沖縄と全国の差 

（昨年） 

沖縄と秋

田の差 

学習指導

要領の領

域等 

話すこと・聞くこと 4 67.0 72.3 77.7 －5.3(－6.2) －10.7 

書くこと 6 79.0 83.4 87.8 －4.4(－7.9) －8.8 

読むこと 5 78.6 82.9 86.3 －4.3(－6.0) －7.7 

伝統的な言語活動と国語

の特質に関する事項 
17 73.3 78.7 84.2 －5.4(－7.6) －10.9 

全体 32 74.4 79.4 84.4 －5.0(－7.2) －10.0 

番号 設問の概要 出題の趣旨 領域 形式 
正答

率 

無解

答率 

全国差 

(秋田差) 

【正答率の最も低い問題】 

６一 
二人の発言を聞いて，意

見の相違点を整理する 

目的に沿って話し合

い，互いの発言を検討

する 

話すこと・ 

聞くこと 
短答式 45.5 7.3 

－8.8 

(-16.0) 

【無解答率の最も高い問題】 

８一１ 
漢字を書く（地域の人

をショウタイする） 

文脈に即して漢字を

正しく書く 

伝統的な言

語活動等 
短答式 49.8 16.5 

－7.8 

(-20.4) 

【全国及び秋田との差が最も大きい問題】 

８二１ 
漢字を読む（アユの稚

魚を放流する） 

文脈に即して漢字を正

しく読む 

伝統的な言

語活動等 
短答式 63.7 11.6 

－13.3 

(-24.1) 

表 11 中学校国語Ａ 領域ごとの正答率の比較 

表 12 中学校国語Ａ 沖縄県の課題のある問題 

表 10 小学校算数Ｂ 沖縄県の課題のある問題 



国及び秋田との差が最も大きい問題は漢字の読みについての問題であった。漢字の読み書きに関

する問題の改善では、文章を読んだり書いたりする際に辞書を活用した語句・漢字の学習を地道

に指導していく必要がある（表 12）。 

⑥ 中学校国語Ｂ 

中学校国語Ｂは、全国の平均正答率が昨年度の 67.4％から 51.0％と 16.4 ポイントも下がり、

昨年度より問題の難易度が上がった可能性がある。このような状況のなか本県と全国との差は－

5.4 ポイントとなり昨年度より差が 0.4 ポイント広がった。国語Ｂは１つの問題が複数の領域に

またがる問題も９題中４題含まれる。領域別では、「書くこと」の正答率が 34.7％と最も低く、

秋田との差も大きかったが、全国とは「伝統的な言語活動と国語の特質に関する事項」で差が大

きかった（表 13）。 

 

      

正答率が最も低いのは「水の中に浸すと，切手をきれいにはがすことができる理由を書く」問 

題で、理由を字数内でまとめる問題であった。この問題は最も無解答率の高い問題でもある。ま

た、全国との差が最も大きい問題は「本やインターネットの内容から答えが得られるものとして

適切なものを選択する」問題であった。これらの問題に対応できるよう、資料や文章を読み、必

要な情報を読み取る指導の工夫が求められる。国語Ｂの９題中３題は記述式の問題であるが、い

ずれも秋田との差の大きい問題である（表 14）。 

 

 

      

⑦ 中学校数学Ａ 

中学校数学Ａにおいては、全国平均との差が－9.2 ポイントで、平成 19年の調査開始以来初め

て全国との差が 10 ポイント以内になり、改善が見られる。領域別では、「資料の活用」の正答率

分 類 区   分 設問 沖縄 全国 秋田 
沖縄と全国の差 

（昨年） 

沖縄と秋

田の差 

学習指導

要領の領

域等 

話すこと・聞くこと 0      

書くこと 3 34.7 41.0 48.8 －6.3(－3.9) －14.1 

読むこと 8 43.8 49.2 54.2 －5.4(－5.0) －10.4 

伝統的な言語活動と国語

の特質に関する事項 
4 50.2 56.8 63.0 －6.6(－5.3) －12.8 

全体 9 45.6 51.0 55.8 －5.4(－5.0) －10.2 

番号 設問の概要 出題の趣旨 領域 形式 
正答

率 

無解

答率 

全国差 

(秋田差) 

【正答率の最も低い問題かつ最も無解答率の高い問題】 

２三 

水の中に浸すと，切手

をきれいにはがすこと

ができる理由を書く 

資料から適切な情報を

得て，伝えたい事実や

事柄が明確に伝わるよ

うに書く 

書くこと 

読むこと 
記述式 23.5 17.6 

－4.7 

(-10.1) 

【全国との差が最も大きい問題】 

２二 

本やインターネットの

内容から答えが得られ

るものとして適切なも

のを選択する 

複数の資料から必要な

情報を読み取る 

書くこと 

読むこと 

伝統的な言 

語活動等 

選択式 53.3 0.9 
－7.6 

(-12.2) 

【秋田との差が最も大きい問題】 

１三 

ノートを基に，標語か

ら伝わってくる〈メッ

セージ〉と〈表現の工

夫とその効果〉を書く 

文章の構成や表現の仕

方などについて，根拠

を明確にして自分の考

えを書く 

書くこと 

読むこと 

伝統的な言 

語活動等 

記述式 40.8 3.1 
－7.4 

(-19.2) 

表 13 中学校国語Ｂ 領域ごとの正答率の比較 

表 14 中学校国語Ｂ 沖縄県の課題のある問題 



表 15 中学校数学Ａ 領域ごとの正答率の比較 

表 16 中学校数学Ａ 沖縄県の課題のある問題 

表 17 中学校数学Ｂ 領域ごとの正答率の比較 

が 47.0％と最も低く、全国や秋田との差も大きかった（表 15）。 

 

 

 

 

 

正答率が最も低い問題、無解答率の最も高い問題、全国及び秋田との差が最も大きい問題の４

題は、正答率の低い４題である。正答率の低い問題は、不等式、関数、相対度数、比例、体積、

中央値などに関わる問題などで、これらは多くの計算を伴う問題ではなく、正解するためには数

学の用語、記号、性質、定義の理解が必要な問題であった。また、一元一次方程式を解くという

基本的な計算力が必要な問題も正答率が 40％未満であった。したがって、数学の用語、記号、性

質、定義の理解を定着させる指導の工夫をすることや、基本的な計算力の定着のための反復練習

を伴う指導も必要である（表 16）。 

⑧ 中学校数学Ｂ 

     中学校数学Ｂにおいては、全国平均との差が－9.5 ポイントで、数学Ａと同様、平成 19年の調 

査開始以来、初めて全国との差が 10ポイント以内になり、改善が見られる。領域別では、「数と

式」と「資料の活用」の正答率がいずれも 43.9％と最も低く、「数と式」は全国や秋田との差も

大きかった（表 17）。 

分 類 区 分 設問 沖縄 全国 秋田 沖縄と全国の差（昨年） 沖縄と秋田の差 

学 習 指

導 要 領

の 領 域

等 

数と式 12 66.8 77.4 81.8 －10.6(－11.3) －15.0 

図形 12 59.9 66.4 71.3 －6.5(－8.5) －11.4 

関数 8 48.4 58.0 63.7 －9.6(－10.2) －15.3 

資料の活用 4 47.0 59.1 70.5 －12.1(－14.5) －23.5 

全体 36 58.2 67.4 73.0 －9.2(－10.5) －14.8 

番号 設問の概要 出題の趣旨 領域 形式 正答率 
無解答

率 

全国差 

(秋田差) 

【正答率の最も低い問題】 

２（１） 

「プールの水の深さは 120cm

以下である」という数量の関

係を表した不等式を書く 

数量の大小関係

を不等式に表す

ことができる 

数と式 短答式 29.9 15.3 
－15.3 

(-21.9) 

【無解答率の最も高い問題】 

９ 

与えられた表を基に，宅配サービス

の重量と料金の関係を，「…は…の

関数である」という形で表現する 

関数の意味

を理解して

いる 

関数 短答式 30.5 19.0 
－5.3 

(-16.2) 

【全国との差が最も大きい問題】 

10（１） 

x＝２，y＝６ の比例の式を求

める 

比例の関係を式

に表すことがで

きる 

関数 短答式 34.6 18.1 
－22.1 

(-26.6) 

【秋田との差が最も大きい問題】 

13（１） 

生徒 60 人の通学時間の分布

を表した度数分布表から，あ

る階級の相対度数を求める 

度数分布表から

相対度数を求め

ることができる 

資料の

活用 
短答式 33.6 15.4 

－9.1 

(-32.9) 

分 類 区 分 設問 沖縄 全国 秋田 沖縄と全国の差（昨年） 沖縄と秋田の差 

学 習 指

導 要 領

の 領 域

等 

数と式 3 43.9 56.9 64.2 －13.0(－15.3) －20.3 

図形 5 47.6 58.6 62.3 －11.0(－13.3) －14.7 

関数 5 58.0 64.4 71.0 －6.4(－10.0) －13.0 

資料の活用 2 46.9 55.9 61.4 －9.0(－8.4) －14.5 

全体 15 50.3 59.8 65.5 －9.5(－11.7) －15.2 



 

 

図形の２題が最も正答率が低く、「２つの線分が等しいことを示す証明問題（21.2％）」と「そ 

れを利用して角の大きさを求める問題（10.3％）」で、この２題は全国平均、秋田県ともに正答

率が低いことから難易度の高い問題と言える。この証明問題は全国との差が最も大きい問題でも

ある。証明問題以外では、「判断の理由の説明」「予想が成り立たないことの説明」「問題解決

の方法の説明」など根拠を示し説明する問題の正答率が低かった。普段の指導において、「事実・

事柄の説明」「方法の説明」「理由の説明」など「説明する」活動を積極的に取り入れる必要が

ある。秋田県と正答率の差が最も大きい問題は「数と式の領域の短答式の問題」で、「簡単な式

変形の問題」であったが秋田と－26.4 ポイントの差があった。ここでも基本的な計算力の定着が

課題としてあげられる（表 18）。 

(4) 無解答率の分析 

昨年度のプロジェクト研究では、無解答率についても課題があることが示された。また、秋田県 

は全国平均と比較して無解答率がかなり低いことも指摘されている。本県においてその課題が、今

年度どのように改善されているか、全国平均、秋田県との比較を通して考察する。 

 ① 昨年度との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 設問の概要 出題の趣旨 領域 形式 正答率 
無解

答率 

全国差 

(秋田差) 

【正答率の最も低い問題】 

４（２） 

∠ＢＡＣ＝110°，ＢＤ

＝ＡＤのとき，∠ＤＡＥ

の大きさを求める 

付加された条件の下で，証

明を振り返って考え，事柄

を用いることができる 

図形 短答式 10.3 25.7 
－13.0 

(-17.1) 

【無解答率の最も高い問題】 

３（２） 

大地さんの求め方を基

に，ウェーブをする人数

と時間について，２つの

数量の間の関係を説明

する 

事象を理想化・単純化して

問題解決した結果を解釈

し，数量の関係を数学的に

説明することができる 

関数 記述式 51.3 35.1 
－11.0 

(-19.9) 

【全国との差が最も大きい問題】 

４（１） 
２つの線分の長さが等

しいことを証明する 

図形の性質を，構想を立て

て証明することができる 
図形 記述式 21.2 30.6 

－18.2 

(-24.0) 

【秋田との差が最も大きい問題】 

２（１） 

２つの偶数の和は偶数

になることの説明を完

成するために，式２m＋

２nを変形する 

与えられた説明の筋道を

読み取り，式を適切に変形

することで，その説明を完

成することができる 

数と式 短答式 44.2 11.5 
－17.0 

(-26.4) 

図 18 各教科の無解答率の変化（昨年度との比較） 

表 18 中学校数学Ｂ 沖縄県の課題のある問題 
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小学校は全体的に昨年度より無解答率は低くなっており、国語に関してはかなり改善が図られ

た。中学校では、国語が昨年度より無解答率が高くなっているが、数学Ｂに関しては昨年度より

7.3 ポイント改善が図られている。これは、各学校において、最後まであきらめず粘り強く考え

させるなど、無解答を少なくする働きかけが成された結果と考えられる。また、各教科ともＢ問

題における無解答率の改善のためには、学習指導要領が求める思考力・判断力・表現力を育成す

る授業づくりが大切であり、本県においても授業研究の充実が図られてきていると推察できる（図

18）。 

   ② 算数Ｂ・数学Ｂにおける分析 

     小学校算数Ｂ、中学校数学Ｂにおける無解答率を沖縄県、全国平均、秋田県と比較する。また、

その結果が、問題の形式によって関係があるかどうかをグラフから考察する（図 19、図 20）。 

 

 

 

算数Ｂ、数学Ｂともに、グラフの形は同じような動きをしているが、秋田県の無解答率はかな

り低いことが分かる。本県は昨年度と比較して無解答率の改善が図られたと前述したが、全国平

均と比較しても、依然として高い傾向が見られる。 

図 19の小学校算数Ｂ問題２（３）のように、選択式の問題では、本県、全国平均、秋田県とも

にその差は小さい。５（１）のように短答式の問題では、その差が少し大きくなり、４（２）、

５（３）のように記述式になると、秋田との差が大きくなる傾向がある。図 20の中学校数学Ｂに

おいても同様で、選択式の問題での無解答率に差は見られず、記述式になると秋田県との差が開

いていることが分かる。この理由を、阿部昇（2014 教育講演会）は、「秋田県は日常的に問題解

決型、試行錯誤型、探究型の授業を多く取り入れている」からだと述べている。また逆に「正解

到達型の授業ばかりしていると、生徒は常に正答を求めがちで、自信が持てない場合自分の考え

図 20 中学校数学Ｂの無解答率と問題形式の関係 

図 19 小学校算数Ｂにおける無解答率と問題形式の関係 



を発表しようとする機会が減る」と述べている。このことからも、理由を述べたり、根拠に基づ

いて説明したりするなどの活動を取り入れ、児童生徒自身が様々な考えがあることに気づき、よ

りよい説明の仕方を峻別でき、その理由を述べられるよう試行錯誤の過程を踏ませ、そのプロセ

スが大事であると実感させることが重要であると考える。 

 

 ２ 沖縄県の児童生徒の学習状況に関する分析（児童生徒質問紙・学校質問紙の分析） 

(1) 児童・生徒の視点からの分析（児童生徒質問紙） 

  児童生徒質問紙による、児童生徒の実態等について、本県、全国、秋田県の平均との比較を通し

て分析、考察する。 

① 学習に対する関心・意欲・態度  

各教科の学習に対する関心・意欲・態度に関する質問から考察する。「国語、算数・数学に対

する勉強は好きか」、「内容はよく分かるか」の質問に対する本県児童生徒の回答（数値は選択

肢の中で一番肯定的な回答）の経年比較である（図 21,22）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校において、算数で顕著な結果が表れている。「算数の勉強が好き」「算数の授業の内容

はよく分かる」と回答している児童が増加傾向にあり、今年度は 40％を超えた。算数Ａにおいて

全国平均を上回ったことからも、よく分かると感じている児童の様子がうかがえる。国語に関し

ては経年による傾向はそれほど見受けられないが、今年度「国語の授業の内容はよく分かる」の

ポイントが下がったことが気にかかる。授業改善が図られ、正答率も上がってきている中、「分

かる」という実感が伴っていないとも考えられる。また、中学校においては「好き」の変化の割

合は小さいが、国語、数学ともに、「よく分かる」の回答の割合が増えてきている。特に数学は

平成 24 年度から「よく分かる」と回答している生徒の割合が徐々に増加しており、これらの項目

は、数学における正答率の全国平均との差が 10ポイント以内に入ってきた結果とも関係があると

考える。児童生徒が「勉強が好き」

と感じるよう興味・関心を持たせ、

「分かる・できる」と実感できる授

業が求められている。 

② 家庭での学習習慣の定着 

家庭での学習習慣に関する質問

の中から、本県と秋田県の差が大き

いものを抜粋した（図 23）。「家で

学校の復習をする」という項目にお

いて、秋田県はおよそ本県の２倍と

なっている。「自分で計画を立てて

勉強する」という項目も、本県は全

国平均よりポイントは高くなって

図 21 各教科の勉強は好きか 図 22 各教科の授業の内容はよく分かるか 

図 23 家庭での学習習慣の定着に関する比較（０＝全国平均） 



いるが、秋田県との開きは大きい。今日学んだことを記憶の新しいうちに家でまとめたり、問題

を解いたりすることが学びの定着には重要である。授業と家庭学習の連動を図ることは本県の課

題と言える。家庭における復習は、児童生徒の学習の振り返りとなり、自分自身の課題が明らか

となることで、自ら計画を立てて学習することにつながると考える。復習したことが授業でいか

されることを実際に体験を通して実感することで、児童生徒自身がその重要性に気づき、学習意

欲や学力の向上につながることは、秋田県の結果からも明らかである。 

③ 授業で分からないことの処理の方法 

「授業の中で分からな

いことがあったら、どう

することが多いですか」

の質問に対する児童・生

徒の回答は以下のとおり

である。 

     小学校、中学校ともに

「その場で先生に尋ね

る」が、全国、秋田より

も高く、中学校において

は２倍ほどになってい

る。また、「その場で尋

ねる」のポイントが「後

で先生に尋ねる」のポイ 

ントの３倍以上ある。授 

業中に自分のわからない

ことを直接教師に尋ねる

という行動から、その場

ですぐ正答を求めがちな

様子がうかがえる。これ

は粘り強く考え抜くとい

った体験が乏しいこと、

試行錯誤してお互いの考

えを練り上げていくよう

な学習過程の価値に気づ

いていないとも考えられ

る。小学校において「家

の人に尋ねる」のポイン

トが全国、秋田より低く、

そこからは児童にとって家 

庭における学びへの期待が少ないことがうかがえる。 

「自分で調べる」は、秋田県は中学校になると高くなり、「その場で先生に尋ねる」は全国と

秋田県は低くなる。本県においてその二つの数値は小学校とあまり変化がない。このことは発達

の段階に即した学習方法の習得が不十分であるという、本県の課題とも言える（図 24、図 25）。 

(2) 指導する教師の側からの分析（学校質問紙） 

  学校質問紙による、学校、教師の取組について、本県と全国平均、秋田県との比較を通して分析、

考察する。 

   ① 教師から見た児童生徒の実態 

児童生徒の実態をどうとらえるか、学校質問紙の回答から見えることとして、勉強に対する熱

意、落ち着き、礼儀等から、秋田県の児童生徒の学習態度のよさがうかがえる。阿部昇（2014 教

育講演会）によると、秋田県が学力トップクラスであることの要因として、この差について取り

上げている。秋田県の県民性によるものではなく、小・中・高校生ともすべて活発に話し合うこ

とができる元気のよい児童生徒集団であることや、他都道府県と比較して、一つ一つの学級が落

図 24 授業でわからないことの処理に関する比較（小学校） 

図 25 授業でわからないことの処理に関する比較（中学校） 



ち着いており、集団の質が一定のレベルで保たれていることが起因すると述べている。このこと

から、すべての校種で学びに向かう姿勢と学級集団づくりができていると考える。 

「自分の考えを相手に伝えること」に関する質問にはそれほど大きな差は見られないが「相手

の考えを聞くこと」の秋田県との差は大きい。秋田喜代美（2014 教育講演会）は、教室での対話

を成立させる上で、話し手に寄り添う聴き方や、自分の考えと批判的に結びつける聴き方等、聴

くことの指導の重要性を示している。そのことから、自分の考えに生かせるように「相手の考え

を最後まで聞くことができる」とした場合に、秋田県と本県の差は、聞くことの指導に対する差

であり、聞くための態度として関連がある、「授業中の私語や落着き」に関する質問に対する結

果は、本県の特徴的な課題であると考えられる（図 26）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 授業に関する取組（国語、算数・数学の指導）  

国語、算数・数学において、どのような授業が行われているか、本県と秋田県、本県と全国平 

均との差を見ながら考察する。 

国語における補充的な指導や発展的な指導を行ったとする回答の差は、秋田県、全国とそれほ

ど大きくはないものの、指導の内容に関する他の４つの質問への回答は小・中ともに 10～20 ポ

イント以上差が開いている。本県においては「読むこと」など、身に付けさせたい力に焦点を絞

って指導するという意識がまだ低いことがうかがえる。また、本県の課題としてあげられる漢字

や語句などの基礎的な定着を図る必要性は、この質問紙調査の結果からも明らかである（図 27）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 27 国語の指導に関する項目の比較（0.0＝全国平均） 

図 26 教師から見た児童生徒の実態に関する比較（０＝全国平均） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校算数Ａの改善が図られた理由として、「補充的な指導」を重点的に取り組んだことがあ

げられる。中学校数学Ａ、Ｂにおいて、正答率は全国平均よりおよそ 10 ポイント低い状況の中、

教師の意識として、「数学の補充的な指導」「実生活に関連付けた指導」の取組において全国平

均を上回っている。しかし、「計算問題などの反復練習」の取組では、全国と比較してまだ十分

ではないことが分かる。「実生活に関連付けた指導」による、活用させながら習得を図る指導を

意識してきたことはよい傾向であるが、定着につながるよう日常的な反復指導も合わせて強化す

る必要があると考える（図 28）。 

③ 授業でのめあて、振り返り 

ここからは、一連の授業の流

れに沿った内容を比較して考察

する。本県においても、授業の

冒頭で本時のめあてを示すこと

を共通実践として取り組んでき

た。児童・生徒質問紙において

も、目標が示されていると概ね

回答していることから、改善さ

れていることがうかがえる。し

かし、授業最後に振り返る活動

は全国は上回っているが、いま

だ不十分であることから、思考

を深めるための手立てとなる活

動の位置付けと、一単位時間で

振り返りまでさせる、学びにつ

なげる授業マネジメントに課題 

があることがうかがえる。そのことからも、めあてを示し見通しを持たせ、手立てとなる活動を

行い、振り返りをするという基本的な授業構造を心がけることが重要であると考える（図 29）。 

④ 考えを示したり思考を深めたりする学習、話合い・意見交換重視の学習 

  「考えを引き出したり、思考を深めたりするような発問や指導をしましたか」の問いに対する

秋田県との差（小学校）はそれほど大きいものではないことから、本県においても重要性を理解

し、意識的に指導している様子がうかがえる。しかし、そのための時間を確保したか、課題やテ

ーマを与えたか、実際に活動を行ったかの質問に対する差はいまだに開きがある。その効果を問

う児童・生徒質問紙の「話し合う活動で考えを深めたり広げたりすることができたか」の質問に

対し、秋田県でもそれほど高いものではないことが分かる。秋田ほど教師が実践していても、実

図 28 算数・数学の指導に関する項目の比較（０＝全国平均） 

図 29 指導の工夫 めあて、振り返りに関する項目（０＝全国平均） 



感を得ることは難しいことから、本県でもその充実が求められる。自分の考えを持つための時間

や、それをもとに交流する時間が必要であるとともに、考えを引き出し、思考を深めるための効

果的な発問や指導の工夫が、学んだことを深めたり広げたりすることにつながる。それらを通し

て、児童生徒自身が「分かる」「できる」という実感をともなったものとなるよう、その指導に

おける質的な向上を目指す必要性がある（図 30）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 学校と家庭・地域のつながり                             

     学校と家庭・地域のつながり

は、秋田県の学力を支える重要

な役割を担っている（阿部

2014）。本県でも、家庭学習を

促したり、全国学力・学習状況

調査の結果を公表したりするな

ど、学力向上に向けて家庭や地

域への発信は行っているもの

の、その程度は全国平均や秋田

県に比べるとまだ低い。しかし、

本県では小学校や中学校でのス

ポーツ少年団や、部活動の応援

や送迎などの家庭における支援

的な関わりは多く見られ、これ

らの家庭の力を学力向上にも生

かせるよう、保護者に対し、家

庭学習を促す働きかけを工夫する 

必要がある（図 31）。 

⑥ チームで共有しチームで取り組む研究システム 

小学校においては「全職員での課題の共有」と「家庭学習の与え方の共通理解」は、全国平均

に近いが、秋田県との差が大きい項目である。本教育センターにおける「校内研究研修会」の校

種別部会において、本県の校内研究の充実に関しては課題が指摘されている。小学校においては、

学校全体でテーマに沿った、共通のベクトルで研究が進められており、学年での教材研究や指導

案検討会なども充実してきた。今後は、研究内容のさらなる充実と、研究の継続性が課題である。

しかし、中学校においては全職員共通のベクトルで行う研究体制の確立や研究時間の確保は、常

に課題として挙げられ、質問にあるような全職員で共有して取り組む体制づくりと、教科の枠を

超えた事前研究（教材研究・指導案検討・事前授業等）の充実を図ることが求められる。 

図 30 考えを示したり思考を深めたりする学習に関する比較（０＝全国平均） 

図 31 学校と家庭・地域のつながりに関する比較（０＝全国平均） 

児 童 生 徒

質問紙から 



阿部は、研究の成否      

は、事前研究で２／３が  

決まると述べ、質の高い  

授業研究、小・中合同に 

よる授業研究の継続が 

秋田県の学力トップの 

要因であると述べてい   

る。本県においても小・   

中連携した授業研究会 

が行われているが、お互 

いの授業を参観し合い 

ワークショップ形式で 

意見交換を行うにとど 

まっている。小学校の取 

組を参考に、指導案検討 

会を充実させるなど、事 

前研究において小と中の 

差異や連続性を生かした協同による授業研究会となるよう、内容や方法の充実が求められる。 

秋田県の取組を参考に、学力向上につながる校内研究の進め方を、後の章で模索していきたい。 

⑦ 秋田県と比較して本県のポイントが高い項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     これまで、本県と全国平均、秋田県との比較をしてきたが、上記の項目は、秋田県と比較して

本県のポイントが特に高かったものである（図 33）。 

今年度、小学校で顕著な改善が見られた。その要因として補充的な学習の充実を図ったことが 

あげられる。昨年度の反省から、下位層を引き上げるために放課後を利用した学習サポートや補

充的な指導を計画的に取り入れた結果と言える。また、パソコンやタブレット、電子黒板等の研

修の充実が図られ、実際の授業で活用する場面が増えてきていることがうかがえる。 

講師を招聘しての校内研修では、学力向上推進室の支援訪問や、本教育センターの出前講座等

を活用した学校が多くあったことによると考える。 

(3) 児童生徒の意識と教師の意識の差（児童生徒質問紙と学校質問紙の回答の差） 

秋田県は「平成 26 年度学校改善支援プラン（秋田県検証改善委員会）」の中で、秋田県の特徴 

   は授業展開に関する質問において、児童生徒と教師の意識が高く、両者の意識の差が小さいことを

あげている。それを参考に、本県の実態を調べるにあたり、それぞれの質問に関する沖縄県の児童

生徒と教師の意識の差を見ることにした。数値は肯定的な回答である選択肢を合わせたものである。 

図 32 チームで取組む研究システムに関する比較（０＝全国平均） 

図 33 沖縄県のポイントが高い設問（０＝全国平均） 



図 36 学び合いの場の設定に関する質問 図 37 振り返りの活動に関する質問 

① めあてに関しての質問 

     めあての提示に関する質問では、小・中ともに、100％に近い数値で、授業の始めに本時のめあ

てを示すことが徹底されつつあることがうかがえる。しかし、秋田は学校質問紙の 100％という

回答もさることながら、児童生徒との差が５ポイント前後でおさまっている。授業のはじめに本

時のめあてやゴールを明確にすることで、児童生徒が学習に見通しと目的をもち、主体的に学習

に取り組むことができるようになるため、本県においてもこの差を縮めていくことは重要である

と考える（図 34）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 発表の場の設定に関する質問 

     発表の場の設定に関する質問からは、本県は小学校におけるズレが大きいことが分かる。考え

を交流させるため発表する時間を教師は意識して確保しているつもりではあるが、個々の児童が

考えを伝えられているという実感に至っていない様子がうかがえる。この差を縮めることは、発

表を通して児童生徒自身の表現力も高められるとともに、多様な意見や考えに触れることで「学

び合い」の充実につながると考える（図 35）。 

③ 学び合いの場の設定に関する質問 

     学び合いの場の設定に関する質問からは、本県の中学校において、話合い活動を積極的に行っ

たと回答している教師と、生徒とのズレが 10 ポイントほどある。生徒にとってその活動の意義が

理解されていないことが原因とも考えられる。秋田はやはり差が小さいことから、自分の考えを

さらに広げたり、深めたりする工夫がなされており、言語活動の充実を図ることと、学びが深ま

っていることの実感が得られていることにつながっていると考える（図 36）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 振り返りの活動に関する質問 

振り返りの活動に関しては、教師の肯定的な回答は秋田県に近い数値を示しているが、本県に

おいては、児童生徒の回答とのズレが 20ポイント以上あることから、大きな課題であるととらえ

図 34 めあてに関しての質問 図 35 発表の場の設定に関する質問 



る。一単位時間で振り返りまでしっかりとできるような授業の構造化を図るとともに、児童生徒

自身が振り返ることで、本時がどのような学びにつながっているのか、その効果を実感させるこ

とが大切である。また、研究授業等で度々見られる、評価シートに自己評価を記入させるにとど

まっているというような、振り返りの内容に関する質的な課題もあると考える（図 37）。 

 (4) 本県小学校と中学校の比較 

今年度、本県は小学校において顕著な改善が見られた。しかし、全国との差は、小学校と中学校

を比較すると、中学校において未だ課題が大きい。その原因・理由を探るべく、どのような取組が

小学校でなされたのか、または中学校で足りないのか、質問紙調査の質問ごとに、小学校と中学校

の差で考察する。抽出する質問は、国立教育政策研究所が示した「学校における指導等と学力等と

の関係」及び「児童生徒の学習・生活習慣と学力との関係」にあるものを取り出した。 

① 学校における指導等と学力等との関係（学校質問紙） 

学校質問紙における学力と相関のある質問の中で、本県において小学校と中学校でのポイント 

の差が５ポイント以上あるものを取り上げる（一番肯定的な回答）。差の大きいものから順番に

示す。 

  図 38 から、小

学校と中学校の

取組の差が大き

いものとして、

「考えを引き出

し、思考を深め

る発問や指導」

があげられる。

これは多くの学

校で指導の工夫

改善として焦点

化を図って取り

組まれていると

ころであるが、

中学校において 

は小学校に比べ 

て取組が弱いといえる。「発言や活動の時間の確保」「課題やテーマ設定」「話合い活動」に関

する項目でも、小学校と中学校の差が見られた。また、「適切なノート指導、テスト後の活用」

などの肯定的な回答の差は、中学校における教科担任制での共通実践の徹底の難しさが原因とし

て考えられる。どの項目からも、中学校においては、教科の枠を越えての共通実践の推進が今後

の改善の方針として重要であることが、これらの結果からも推察できる。 

② 児童生徒の学習・生活習慣と学力との関係（児童生徒質問紙） 

児童生徒質問紙における学力と相関のある質問の中で、本県において小学校と中学校でのポイ 

ントの差が 10 ポイント以上あるものを取り上げ（一番肯定的な回答）、差の大きいものから順番

に示す（図 39）。「学校行事への保護者の参加」についての項目からは、学校への保護者の関心

がうかがえる。小学校と中学校の差が 36ポイントあることから、中学校の保護者への働きかけを

強化する必要があると考える。学校行事や授業における生徒個々の出番を工夫することや、キャ

リア教育の中で保護者が関われる場を設定するなど、中学校の特色を生かした具体的な方法を示

すことが必要だと考える。 

「学校の宿題をしているか」「家で授業の復習をしているか」に関しての差は、中学校におい 

て教科で宿題を課していないことや通塾率が高くなること、宿題というより自主学習として行っ

ているなどが原因として考えられる。しかし、家庭学習の質の向上を図るための指導と評価を行

うことや、家庭に対する働きかけを工夫するなど、学力向上に向けての方策として、中学校で改

善を図る必要性があると考える。 

 「メールやインターネット」の時間の増加は、携帯電話等の所持率が中学校で高くなることも 

原因の一つと考えられる。そのために、使用時間や使用方法等について生徒自身に課題意識を持

図 38 学校における指導等と学力等との関係 



たせ、改善に向けての指導の工夫が求められる。 

「先生がよいところを認めてくれている」という実感に関する差を改善するために、学級担任 

だけではなく各教科 

担当の教師が生徒一 

人一人に関わってい 

るという中学校の特 

性を生かし、多くの大 

人の目で生徒を評価 

し、価値付けていくこ 

とが求められている。 

また、「学校での出

来事を家族と話す」の

項目では、学校から保

護者に対する働きか

け、話題とすることを

学校側が提供してい

くなど、方法を検討す

る必要性があると考

える。 

③ 補充的な学習サポート（学校質問紙）  

次に、本県において、学校質問紙の項目で肯定的な回答の合計が小学校と中学校で 10ポイント

以上差が開いているものを取り出して考察する。 

小学校は放課後を利用した補充的な学習サポートを行っているのに対し、中学校は長期休業日

を利用した補充的な学習サポートが多い傾向にある（図 40，41）。このことは、中学校において、

放課後は部活動や生徒指導等で、時間の確保ができない現状があり、そのため長期休業日にまと

まって補充している様子がうかがえる。 

 

 

 

④ ＩＣＴの活用（学校質問紙） 
ＩＣＴの活用において、小学校、中学校ともにコンピュータ等を活用して課題発見・解決型の 

学習指導を行ったと回答（図 42）している割合に差はほとんど見られないのに対し、国語・算数

図 39 児童生徒の学習・生活習慣と学力等との関係 

 

図 40 放課後の補充的な学習サポート 

図 41 長期休業日の補充的な学習サポート 



（数学）の授業において活用しているかの回答（図 43，44）の割合は小学校がかなり高い。この

ことから、小学校は国語、算数の授業において、積極的に情報通信技術を活用している実態がう

かがえる。授業改善を図るための手立てとして、授業全体を見通しながらどのように取り入れる

かを学年等で検討することは、課題の解決につながっているのではと考える。中学校においては、

国語、数学の授業での活用が小学校に比べて少ないことがうかがえる。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 調査結果の活用、教職員での共通理解、保護者への働きかけ（学校質問紙） 

以下の項目は秋田県との比較でも取り出されたものであるが、本県においては小学校と中学校

の取組の差が見られた項目である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 42 コンピュータ等を活用した学び合いの授業 

図 43 コンピュータ等を活用した国語の授業 

図 44 コンピュータ等を活用した算数・数学の授業 

図 45 調査結果を教育活動改善に活用したか 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査結果は保護者や地域に働きかけ改善に向けて活用する必要がある（図 46）。小学校は、中

学校よりも活用していることが分かる。中学校においては、結果を分析し、改善につながるよう

検討するための時間の確保や、方策を考えるための研究組織を構築することが必要である。家庭

学習の与え方に関する設問においても、教職員の共通理解を図ることが、中学校では難しい結果

が表れている。そのような中で、学力向上に向けて、家庭・地域に何を求めるのか、具体的な方

向性や手立てを示していくことが大切であり、管理者のリーダーシップのもと、学校全体の取組

となるよう、協働による教育活動の推進が求められている（図 47、48）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

３ 学習指導要領が求める授業づくりの徹底 

  ここまで、沖縄県の児童生徒の学力と学習状況について、調査結果のデータをもとに、様々な視点

で分析を行ってきた。そこから見えてきた本県の課題に対応した授業を本教育センターが提案する、

平成 26 年度版「沖縄型授業づくり」として、その基本的な考え方について整理する（表 19）。 

(1) 授業マネジメントについて 

  授業では、育成したい資質・能力 

 をしっかりとおさえ、評価規準を作 

成し、どの場面で何を通して見取る 

のかをはっきりさせることが重要で 

ある。授業の始めでめあてを示し、 

それを達成するための活動を位置づ 

ける。終末ではその活動を通して何 

 平成 26 年度版「沖縄型授業づくり」の基本的な考え方 

・目標と指導と評価の一連の授業マネジメント 

・考えを引き出し、思考を深める指導の工夫 

・授業と連動した家庭学習の位置付け 

図 46 調査結果を活用して保護者や地域に働きかけたか 

図 47 家庭学習について教職員で共通理解を図ったか 

図 48 保護者に対して家庭学習を促す働きかけをしたか 

表 19 平成 26 年度版「沖縄型授業づくり」の基本的な考え方 

（沖縄県立総合教育センター編） 



がわかったのか、何ができたのかを振り返らせ、目標と指導と評価の一連の授業マネジメントが行

えるようにしたい。阿部昇（2014 教育講演会）は、振り返りについて、教師が授業の終末で板書を

もとに、めあてからどのような課題を設定して、どのような意見が児童から出て、どういうことに

つながったのかという一連の授業の過程をもう一度全体で確認しながら、出された意見や考え方を

一つ一つ意味付けていく活動であると説明している。本県においては、めあては示しているものの

振り返りが不十分であるという調査結果から、展開時の活動に時間がかかってしまい、終末での振

り返りの時間を十分に確保できず、児童生徒自身に本時の意義がはっきりと伝わっていないことも

考えられる。ねらいを達成するための活動の精選や焦点化を図り、時間内に収まるような工夫が重

要であると考える。 

(2) 考えを引き出し、思考を深める指導の工夫 

  現行学習指導要領では、言語活動の充実を図り、基礎的・基本的な知識・技能を活用した思考力・

判断力・表現力等を育成する授業づくりが求められている。これは、児童生徒がこれまで習得した

知識や技能を、別の場面で用いることを促すような学習の有り方だと考える。新たに学んだことが、

すでに学んだことのある知識と結びつけば、「分かった」という実感が得られるし、新たに学んだ

ことで「見え方が変わった」というものもあれば、「頭の中が整理された」という場合もある。言

語活動の充実を図るときに、どのような知識が使えるかと、児童生徒が自分の引き出しから習得し

た知識や技能を探したり選んだりすることと、それを使わせることで、思考力・判断力・表現力等

が育まれていくと考える。児童生徒に多様な考えを発散させることは、本県においても意識化が図

られ、多くの学校で実践できているように見受けられる。しかし、何のための言語活動なのか、そ

の意義を児童生徒が理解していない現状や目標の達成に結びついていない現状も見られ、言語活動

の質的な向上を図ることが今後の課題であると考える。 

授業をつくる上で難しいのは、言語活動で発散させた後、それらを収束し活用することである。

発問をしたりワークシートで思考を促したりする上で、収束の場面、活用の場面を意図した導きが

なされなければならないと考える。児童生徒の反応を予想することが大切で、それが十分でない状

況では、収拾が付かず時間が足りなくなったり、教師の一方的な説明でゴールしたりということが

考えられる。このことは、１単位時間における授業マネジメントとも直接かかわってくる問題でも

ある。そのために、発問の工夫や考えさせるための視点の与え方、考えをまとめるノートやワーク

シートの工夫、思考の流れが見える構造的な板書の工夫、児童生徒の多様な考えのつなぎ方など、

思考を深めるための指導の工夫が、本時のねらいの達成に向かうよう、しっかりとポイントを押さ

え、位置付けていきたい。 

(3) 授業と連動した家庭学習 

  家庭学習に関する取組については、学校単位でその内容の充実や推進が図られている。本教育セ

ンターのプロジェクト研究においては、昨年度から継続して授業と連動した家庭学習の提案を行っ

ている。授業と授業を家庭学習がつなぐ役割をすることを、授業と家庭学習の連動ととらえ、学力

の定着を図っていきたい。また、児童生徒は家庭学習でその日の学びを再確認でき、自分自身が理

解できているかどうかを認識することがとても重要である。自立した学びへつなげるために、児童

生徒の学びのサイクルを学校と家庭が連携して価値付けて、習慣化できるようにすることが大切で

ある。授業と授業を家庭学習がつなぎ、児童生徒自身が自らの学びを促進できるような働きかけを

行うことが重要であると考える。 

(4) 平成 26年度版「沖縄型授業づくり」を具現化するための学習指導案の様式について 

  平成 26年度版「沖縄型授業づくり」の基本的な考え方である「目標と指導と評価の一連の授業マ

ネジメント」、「考えを引き出し、思考を深める指導の工夫」、「授業と連動した家庭学習の位置

付け」を反映させた 1単位時間の授業の構成とその学習指導案の様式について検討する。 

今回提示する学習指導案の様式は「導入→展開→まとめ」に加えて「つなぐ→つかむ→考える→

確かめる→振り返る→つなぐ」と細分化した項目を設定した。この６つに分けたそれぞれの箇所で

どのような工夫をするのか焦点化して考えることができる（図 49）。 

まず「目標」を設定し、それが達成できるような「指導の工夫」を６つに分けた部分に盛り込め

るようになっており、その指導の成果を確かめるための「評価の観点」と「学習に即した評価規準

（Ｂ）」及び「評価方法」を記すようになっている。 

 



 

 

このように、見通しをもたせて振り返らせる一連の学習活動が時間内に収まるような時間管理を

意識することで「目標と指導と評価の一連の授業マネジメント」を念頭においた授業を実践しやす

くなると考える。次に「考える」と「確かめる」の欄にそれぞれの工夫を記入することによって「考

えを引き出し、思考を深める指導の工夫」をすることにつながる。さらに、この様式の冒頭と最後

の「つなぐ」では、本時の復習となる宿題や、次時で活用する事項の予習となる宿題を課すことを

考える。これにより「授業と連動した家庭学習の位置付け」を意識した授業を展開しやすくなり、

家庭学習を次の授業の冒頭で確認したり、その内容を次の授業で活用したりするサイクルが生まれ

る。なお、本実践では、１単位時間の授業に焦点を合わせ、授業の構成を把握しやすくするために、

単元全体の計画などの記載を省略した。以下、小学校算数と中学校数学の授業実践を示す。 

図 49 平成 26 年度版「沖縄型授業づくり」指導案様式 



(5) 平成 26年度版「沖縄型授業づくり」小学校算数の実践 

    本総合教育センターが提案する平成 26 年度版「沖縄型授業づくり」の基本的な考え方に基づいて 
浦添市立浦城小学校５年担任の比嘉望美教諭とともに算数の授業実践を行った。 

       平成 26年度の全国学力・学習状況調査算数Ａにおいて、「数と計算」「量と測定」「図形」「数 
量関係」の４つの領域の中で「量と測定」は、正答率が２番目に低い領域である。特に、単位量当 
たりの大きさの求め方を理解しているかどうかをみる問題では、単位量当たりの大きさを調べる場 
面と図を関連付けることは相当数の児童ができているが、単位量当たりの大きさを求める除法の式 
を立てる問題では、正答率 64.1％と低く課題である。 

    本実践では、沖縄県の課題でもある単元名「単位量当たりの大きさ」を取り上げる。今回は、異

種の二つの量の割合による除法の式の意味を理解できるようにするために、５時間扱いの単元を６

時間で実践を行った。 

   ① 本時の指導（２・３／６時） 

    ア 目標：混み具合を比較するには、異なった２つの量のうち一方の量をそろえて比較すればよ 
いことを理解できる。 

    イ 評価の観点：数学的な考え方 

    ウ 学習活動に即した評価規準【おおむね満足できると判断できる状況（Ｂ）】 

      ・異種の２つの量が違う場合の比べ方について、一方をそろえれば比べられると考えている。 

    エ 展開               ※ 二次元コードを読み取ることで当該箇所の動画を視聴できます。 
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１ 前時の類似問題でもあ

 る家庭学習を全員で確認

 をする。 

 

 

 

 

 

・混み具合の比べ方を振り返 
る。 

 

 

Ｔ 宿題の確認をします。 

Ｔ まず、Ａ室とＢ室では、面積が同じな 
のでＢ室の方が人数が多いので混んで 
いるのはＢ室です。 

Ｔ 混んでいるとはどういうこと？ 

Ｃ 面積が同じなら人数が多い方が混ん

でいる。 
Ｔ Ａ室とＢ室では、どちらが混んでいる 

と言えますか。 
Ｃ Ａ室が混んでいる。 

Ｔ Ｂ室とＣ室ではどうですか。 

Ｃ Ｃ室が混んでいる。 

   

 

   

 

 

◇「混んでいる」とはどうい

うことかを再確認すること

で、課題意識を持たせる。 

◇人数の多さだけで混んで

いると判断する児童がいる

ので、畳の枚数に目を向ける

ことを確認する。 
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２ 課題提示 

 

Ｔ 今までと違うところはどこですか。 
Ｃ 同じ条件がない。 

Ｔ 今日のめあてはどうする？ 

Ｃ 面積も人数も違うとき混み具合を比

べるにはどうすればよいのでしょうか 

Ｔ 両方そろっていない時は、どうしたら 
比べることができますか。 
 
 

 
 
Ｃ どちらかが同じならできる。 

Ｔ 同じにすることはできるでしょうか 
Ｃ 公倍数でできそう。 

Ｃ 畳の数と子どもの人数のどちらかを

そろえたらできる。 
Ｃ 表にしたらできる。 

                        
    

            
 

◇畳の枚数か子どもの人数

が同じ場合に混み具合を比

べられることをおさえ、本時

では、畳の枚数も子どもの人

数も違う場合の比べ方を考

えることを確認する。 

◇異種の２つの量が違う場

合の比べ方について、一方を

そろえれば比べられること

を確認する。 

 

 

Ａ室とＣ室では、どちらが

混んでいますか。 

 

 

 

 

 

３ めあてをたてる 

 

 

 

 
４ 見通しを持つ  

Ａ室 Ｃ室

たたみの数 10まい ８まい

子どもの数 ６人 ５人

面積も人数もちがうとき、混み具合を比べるには、 

どうすればいいだろうか。 
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開 
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え 
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５ 自力解決 

・見通しを手がかりに、ど 

 ちらが混んでいるか調べ

 る。 

・元の表と変化した表を書 

く。 

・どちらが混んでいるか理 

由を書く。 

・ペアで調べた結果・理由 

を説明する。 

・グループで話し合う 

Ｔ どちらが混んでいるか比べてみよう 

○ペアで話合い 

Ｔ お隣同士で、今、自分が考えているこ 
とを話し合ってみよう。 

Ｔ ヒントがもらえるかもしれません。 

Ｔ ２分間、ノートを見せ合いながら話し 
合ってください。 

 

○グループで話合い 

Ｔ 違う友だちの考えを聞いて、話し合っ 
てください。  （ノート・発表） 

   

       
 

 
◇A室とＣ室の場合、面積も

人数も異なるので容易に比

べられないことを確認する。 

☆【数学的な考え方】異種の

２つの量が違う場合の比べ

方について、一方をそろえれ

ば比べられると考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 発表する。 

 

 

・それぞれの考えについて 

検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 10と８の最小公倍数は40だから、畳の 

数を40枚にする。 

Ｔ どうして40にするのですか。 

Ｃ 最小公倍数が40だから。 

Ｃ Ａ室は、かける４をして40になった。 

Ｃ Ｃ室は、かける５をしたら40になる。

 だから、子どもの人数が同じです。 

Ｃ 面積が同じ時は、人数が多い方が混ん 

でいる。だからＣ室が混んでいる。 

Ｔ 他の学級では次の方法が出ました。 

  10÷６ ８÷５ 

Ｃ 一人当たりの面積で求めたんだ。 

    

 

       
 
                        
◇それぞれの共通点や相違

点を話し合い、まとめへつな

げる。 

 

 

◇単位量当たりの考えが出

ないときは、教師が示す。 
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と
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返 
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・それぞれの考えについて 

検討する。 

 

 

 

７ 友達の混み具合の方法

 をノートに書く。 

 

８ 混み具合の方法をみん

 なで検討する。 

 

 

 

 

 

 

９ まとめ 

10 確かめ問題を解く。 

 

 

Ｔ これはどういうことかな。 

Ｃ 一人当たりの面積だよ。 

Ｔ 実際に計算してみましょう。 

Ｃ Ａ室は、10÷６＝1.666･･･ 

Ｃ Ｃ室は、８÷５＝1.6 

Ｔ どの部屋が混んでいますか。 

Ｃ Ｃ室で、一人当たりの使える面積が 

 小さい方が混んでいる。 

Ｔ Ｂ室は、一人当たりに使える面積は 

 どうなるのでしょうか。 

Ｃ  Ｂ室は、10÷５＝２  

Ｃ Ｂ室は、一人当たり２枚使える。 

Ｔ 表にまとめましょう。 

Ｔ めあてを確認しましょう。 

Ｔ 混み具合を比べるにはどうしたらい 

 いのかな。 

Ｔ まだノートに書いていない人は書い 

 てください。 

Ｔ まとめをみんなで確認しましょう。 

Ｔ 確かめ問題をしましょう。 

Ｔ 確かめ問題を終わった人は、算数日 

 記を書いてください。 

◇数値が大きい方が混んで

いるのか、小さい方が混んで

いるのか判断に迷う児童に

対して、前時の学習や図や表

を使って説明させるなどを

して、子ども達相互の発表か

ら判断できるように支援を

する。             
◇単位量当たりの大きさで

比べるよさとして、比べたい

ものが３つ以上になっても

同時に比べられることをお

さえる。     
 

   

 

◇プリントを配布して解か

せ、本時の定着を確認する 

☆異種の２つの量が違う場

合の比べ方について、一方を

そろえれば比べられると考

えている。（ﾜｰｸｼｰﾄ) 

 
つ 

な 

ぐ 

11 次時の学習の予告を聞

 く。 

12 今日の宿題を確認する。 

 

Ｔ 今日の宿題の問題を読んでみましょ

 う。 

Ｔ 今日の宿題は、１本あたりの面積を求 

めてください。 

◇単位量あたり 
の大きさで比べ 
るよさを感じさ 
せる。 



 

オ 板書計画（左：ＴＶに家庭学習の課題を提示 右：黒板の板書） 

 

 

      毎時間、評価規準「Ｂ評価」を設定し、それをどの児童も身に付くように取り組んだ。その

結果、第３時の課題を、全児童が解くことができた。 

② 本時の指導（４／６時） 

ア 目標：日常生活で単位量あたりの考え方が用いられる場面を知り、量の大きさを比べること

ができる。 

イ 評価の観点：技能 知識・理解 

ウ 学習活動に即した評価規準【おおむね満足できると判断できる状況（Ｂ）】 

      ・単位量当たりの大きさを求め、どちらがよく走るといえるか説明できる。【考え方】  
      ・単位量当たりの考えを使って、量の大きさを求めることができる。【技能】 

    エ 展開         ※ 二次元コードを読み取ることで当該箇所の動画を視聴できます。 
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１ 前時の類似問題でもあ

 る宿題を全員で確認をす

 る。 

 

 

Ｔ 面積がどうだったら混んでいるので 

すか。 

Ｃ 面積が小さいとき 

Ｔ 昨日の表で確認します。 

Ｔ Ａは、６÷15＝0.4 

  Ｂは、８÷25＝0.32 

Ｃ 花の数が同じ時は、面積が小さい方が 

混んでいるので、Ｂの花壇が混んでいる 
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２ 課題提示 Ｔ 問題を書きます。先生のスピードに合 

わせて書いてください。 

Ｔ 今日の問題は混み具合ではありませ

ん。 

Ｃ 似ている。 

Ｃ １Ｌ当たりが似ている。 

Ｃ どちらも違うのが似ている。 

 

Ｃ 数直線でできそう。 

Ｃ 昨日使った表が使えそう。 

Ｔ 今日のめあては、どうしようか。 

Ｃ ガソリン１Ｌ当たりでできそう。 

Ｔ 道のりを求めることが目的ですか。 

Ｃ 走れる道のりを求め、どちらが長く走 

れるかを比べよう。 

                        
    

        
                        
◇ガソリンの使用量と走っ

た道のりが違っていること

に気づかせる。 

◇どちらか一方をそろえれ

ば比べられることをおさえ

る。                     
◇単位量当たりの大きさで

比べるために、公倍数では見

つけにくいことや数が大き

くなるとことに気づかせる。

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａの自動車は、35Ｌのガソ

リンで700ｋｍ走れます。 

Ｂの自動車は、50Ｌのガソ

リンで800ｋｍ走れます。 

走れる道のりが長いのは、

どちらの自動車ですか。 
３ 見通しを持つ 

４ めあてをたてる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 自力解決 

・見通しを手がかりに、どち 
らが混んでいるか調べる。 

Ｔ １つの方法が終わった人は、別の方法 

 でやってみよう。 

Ｔ 隣同士で、数直線や表などで違う人も 

◇ガソリンの量を「１」にそ

ろえて比べることに気づか

せる。 

１ｋｍ走るのに使うガ

ソリンの量と、ガソリ

ン１Ｌで走れる道のり

を比べよう。 
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え 
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・数直線や表を書く。 

 

○隣同士で結果・理由を説 

明する。 

 こんな式でこんな答えになりました。ま 

で、話し合ってください。 

○ペアで話合い 

Ｔ 式を立てて、計算まではできたけど、 

 ここから先どうなるかを相談してもい

いですよ。できたら自分で求めてみよう 

                        
☆【考え方】単位量当たりの

大きさを求め，どちらがよく

走るといえるか説明できる。

（ノート・発表） 
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６ 発表する。 

・１当たりの量で比べた考 

えを発表し、話し合う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 友達の混み具合の方法

 をノートに書く。 

 

  

Ｃ 700÷35 

Ｔ 何の式ですか。 

Ｃ Ａの自動車が１Ｌで走る道のり。 

Ｃ Ａの求め方が分かったから、Ｂの数直 

線は書かなくてもいい。 

Ｔ 言葉の式にすると 

Ｃ 道のり÷ガソリンの量＝１Ｌ当たり

で走れる道のりになる。 

Ｃ Ａの自動車は、１Ｌ当たり20ｋｍ走れ 

て、Ｂの自動車は１Ｌ当たり16ｋｍ走れ 

るからＡの自動車が長く走る。 

Ｃ この表は、走れる道のりがＡも１ｋｍ 

Ｂも１ｋｍ。 

Ｃ Ａは１ｋｍ走るのに0.05Ｌ 

Ｃ  Ｂは１ｋｍ走るのに0.0625Ｌ 

Ｃ ガソリンが少ないＡが長く走る。 

Ｔ １Ｌ当たり走る道のりと１ｋｍ当た

りで使うガソリンの量は、どちらが分か

りやすいかな。 

Ｃ １Ｌ当たり走る道のり 

 

 

 

   

                      
 

            

    
 

◇数値が何を表しているの

かを明確にし、どちらがよく

走るのか、理由をつけて説明

させる。        
      
  
 

◇説明するときに友だちに

よく分かるように、自分は何

でそろえて比べたかを説明

させる。 

 

 

 

 

ま

と 

め 

 

 

 

 

振 

り 

返 

る 

８  算数用語を理解する。 

 

９ 確かめ問題を解く。 

 

10 まとめ 

 

Ｔ 生活の中でも単位量当たりの大きさ 

 が活用されています。 

Ｔ 教科書33ページの４をやりましょう。 

Ｔ 畑の取れ高を求めましょう。 

Ｔ 単位量当たりの大きさの便利なこと 

 を確認をしましょう。 

☆【技能】単位量当たりの考

えを使って、量の大きさを求

めることができる。（ノート

） 

   

 

 

つ 

な 

ぐ 

11 次時の学習の予告を聞

 く。 

12 今日の宿題を確認する。 

Ｔ 今日の宿題は、学習した取れ高や収穫 

量という日常生活でよく使う単位量当 

たりの考え方です。    

◇身の回りに単位量当たり

の大きさで比べるよさを家

庭学習でも感じさせたい。 

     
オ 板書計画（左：ＴＶに家庭学習の課題を提示、右：黒板の板書） 

 

本実践では、導入とまとめの場に「つなぐ」を位置付け、宿題（課題）を次時の導入で確認・ 
点検・評価・指導をし、授業で生かすことで基礎的・基本的な知識・技能を身に付けさせると

ともに、家庭学習の習慣化を図ることができると考える。 



 (6) 平成 26 年度版「沖縄型授業づくり」中学校数学の実践 

  本教育センターが提案する平成 26 年度版「沖縄型授業づくり」の基本的な考え方に基づいて、浦

添市立仲西中学校数学科の山城高雄教諭とともに中学校１年生と２年生の授業実践を行った。 

 ① 中学校１年生の授業実践について 

   平成 26 年度全国学力・学習状況調査中学校数学Ａにおいて「数と式」「図形」「関数」「資料

の活用」の４つの領域の中で「資料の活用」は、最も平均正答率が低い領域である。ヒストグラ

ムや代表値を用いて資料の傾向をとらえ説明することが、学習指導要領においても求められてい

るが、平成 25 年度全国学力・学習状況調査中学校数学Ｂのヒストグラムを用いて説明する問題

における沖縄県の正答率は 19.2％（全国 24.8％）で無解答率も 50.4％であり課題のある領域で

ある。「資料の活用」の領域は学年末考査終了後の慌ただしい時期に授業が展開される場合も多

く、学習内容の定着率が低いという声も聞かれた。また、研究授業などもこの時期は実施されな

いので、数学教師同士で授業研究する機会の少ない領域でもある。 

   本実践では、本県の課題であるこの領域で「資料の傾向を的確に捉え、判断の理由をヒストグ

ラムや代表値、相対度数などを用いて説明する」授業を行った。 

 ② 学習指導案について 

   先に提案した様式にしたがって本時の学習指導案を作成した。 

 

 数学科学習指導案【第１学年】 

 

１ 単元名：第７章 資料の散らばりと代表値 

２ 本時の学習［7／10時間］ 

 （１）目標：資料の傾向を的確に捉え、判断の理由をヒストグラムや代表値、相対度数などを用いて 

説明することができる。 

（２）評価の観点：数学的な見方や考え方 

 （３）学習活動に即した評価規準【おおむね満足できると判断できる状況（Ｂ）】 

    資料の傾向を的確に捉え、判断の理由をヒストグラムや代表値、相対度数などを用いて説明する 

ことができる。［評価方法：観察及びノート］ 

（４）本時の展開             ※二次元コードを読み取ることで当該箇所の動画を視聴できます。 

学習過程 学習活動 指導上の留意点 評価方法 

導
入
（
５
分
） 

つ
な
ぐ 

・資料の平均値と中央値を求める問題（前時に課した 

宿題）を確認する。 

 
つなぐ→つかむ 

 

 

つ
か
む 

  

展
開
（ 

 

分
） 

考
え
る 

（１）平均値や中央値などの代表値をもとにして、１

年６組の生徒は、１年生全体と比べて「筆記用具をた

くさんもっている」といえるかどうかを予想する。 

（個人で考える） 

 

（２）１年６組の生徒が１年生全体と比べて「筆記用

具をたくさんもっている」といえるかどうかを説明す

るとき、適切なヒストグラムを選ぶ。 

（グループで話し合う） 

（１）平均値や中

央値などの代表

値をもとに予想

させる。 

 

（２）（３）ヒス

トグラムは階級

の幅をかえるこ

とで、捉えられる

資料の傾向がか

わることを確認

する。 

 

 

 

 

 

○ヒストグラム

を用いて資料の

傾向を的確に捉

えることができ

る。 

〔観察・ノート〕 

＜問題＞ 

１年６組のみなさんは，１年生全体と比べて，「筆記用具をたくさん

もっている」といえますか。ヒストグラムを使って説明しましょう。 
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考
え
る 

（３）１年６組の生徒が１年生全体と比べて「筆記用

具をたくさんもっている」といえるかどうかを、選ん

だヒストグラムを使って説明する。（グループで話し

合う） 

※話し合いのあとは、グループをもとの席に戻す。 

ヒストグラムは

階級の幅を変え

た数種類を提示

する。 

考える 

 

 

展
開 

確
か
め
る 

・いくつかのグループに発表させる。 

・必要な情報を適切に選択し、選んだヒストグラムか

ら資料の傾向を的確に捉えることを確認する。 

・捉えた資料の傾向をもとに、自分の考え（判断の理

由）をヒストグラムや代表値、相対度数などを用いて

説明することを確認する。 

・十分でない説明

を取り上げて数

学的な表現を用

いてよりよい説

明に改める。 

○判断の理由を

ヒストグラムや

代表値、相対度数

などを用いて説

明することがで

きる。 

〔観察・ノート〕 

ま
と
め
（ 

 

分
） 

振
り
返
る 

・資料の傾向を的確に捉え、自分の考え（判断の理由）

をヒストグラムや代表値、相対度数などを用いて説明

したことを振り返る。 

確かめる 

 

 

振り返る 

 

 

つ
な
ぐ 

・Ｈ24 全国学力・学習状況調査 中学校数学Ｂから

情報を適切に選択し判断する問題（スキージャンプの

問題）を宿題とする。 

  

③ 本時の授業経過とポイントについて 

   授業の経過を本時の展開「つなぐ→つかむ→考える

→確かめる→振り返る→つなぐ」の順に振り返りポイ

ントを整理し確認する。 

    ア つなぐ（前時の宿題を活用する） 

    まず前時の授業で課した宿題「資料の平均値と中

央値を求める問題」を確認した。宿題を活用し前時

の学習内容を復習し、本時の授業につなげた。 

  イ つかむ（問題を把握する） 

宿題の復習からスムーズな流れで、本時で取り組

む問題「１年６組のみなさんは、１年生全体と比べ

て、『筆記用具をたくさんもっている』といえます

か。ヒストグラムを使って説明しましょう。」を提

示した。生徒の筆記用具の個数に関する身近な題材

を準備することで、生徒に、既習事項を活用して解

決したいと思わせ、意欲的に問題解決に取り組ませ

ることができると考えた。これは学習指導要領に示

されている「日常生活や社会における事象を数理的

に考察し表現する能力を高める」ことにつながり、

数学のよさを実感できる題材と考えた。 

    ウ 考える（グループで話し合い思考を深める） 

    グループで話し合う前に、「筆記用具をたくさん

もっているといえる」のか「筆記用具をたくさんも

っているといえない」のか、生徒一人一人に予想さ

せた。その結果が「いえる」13名、「いえない」20

名となったことを確認した後で、グループ（各グル

ープ３～４人）に分け、問題解決に取り組ませた。 

 

＜授業のようす＞ 

つなぐ（宿題を活用する） 

 

つかむ（問題を把握する） 

 

考える（話し合い思考を深める） 

 

10 



話し合いでは、提示された数種類のヒストグラムか

ら根拠となるものを１つ選び、それをもとに「いえ

る」のか「いえない」のかグループの意見を統一す

ることと、その意見を他者に伝えるための説明文を

考えさせた。 

    エ 確かめる（発表させ答えを吟味する） 

全員がしっかり前を見て意見を聞くことができる

ようにグループの席をもとの席に戻してから「確か

める」活動に入った。ここでは「いえる」と主張す

るグループと「いえない」と主張するグループを選

び、それらの主張をホワイトボードに書かせ代表者

に説明させた。その際、根拠を明らかにし、筋道を

立てて説明できているか生徒とともに確認しなが

ら、答えを吟味していった。そして、説明が不十分

だったり、数学的な表現でなかったりした場合はよ

りよい説明になるように修正した。 

    オ 振り返る（本時のまとめをする） 

本時の「ヒストグラムを使って説明する」問題に

答えるためにはどうすればよいか、また、どのくら

い達成できたかを確認した。できるだけ生徒の発言

からまとめることを心掛けた。時間管理も計画通り

にいったので、まとめの時間もしっかり 10分間とる

ことができた。 

    カ つなぐ（宿題を提示する） 

本時の学習が復習できるように平成 24 年度全国

学力・学習状況調査の問題を宿題として提示し、次

時の学習内容を予告した。 

 ④ 中学校２年生の授業実践 

学習指導要領では、一次関数を用いて具体的な事象

をとらえ説明することが求められている。しかし、平成 26 年度全国学力・学習状況調査中学校数

学Ｂの６（３）「グラフの特徴を事象に即して解釈し、結果を改善して問題を解決する方法を説

明する」という一次関数に関する問題において、沖縄県の正答率は 23.6％（全国 29.9％）にとど

まっている。 

   本実践では、本県の課題である「グラフの傾きや交点の意味を事象に即して解釈し、問題を解

決する方法を数学的に説明する」授業を行った。一次関数の単元の 17時間中 16時間目が今回実

施した授業である。単元の終盤に差し掛かっており、これまで学習した内容の多くを活用して問

題に取り組んだ。生徒に板書させた「問題解決の方法を説明した文章」をクラス全員で吟味し、

数学的な表現を用いてよりよい説明に修正していく授業を実施した。 

なお、この授業については、学習指導案のみ記載する。 

 

数学科学習指導案【第２学年】 

 

１ 単元名：第３章 １次関数 

２ 本時の学習［16／17 時間］ 

 （１）目標：グラフの傾きや交点の意味を事象に即して解釈し、問題を解決する方法を数学的に説明す

ることができる。 

（２）評価の観点：数学的な見方や考え方 

 （３）学習活動に即した評価規準【おおむね満足できると判断できる状況（Ｂ）】 

    グラフの傾きや交点の意味を事象に即して解釈し、問題を解決する方法を数学的に説明すること 

ができる。［評価方法：観察及びワークシート］ 

＜授業のようす＞ 

確かめる（発表させ答えを吟味する） 

 

振り返る（本時のまとめをする） 

 

つなぐ（宿題を提示する） 

 



（４）本時の展開 

学習過程 学習活動 指導上の留意点 評価方法 

導
入
（
５
分
） 

つ
な
ぐ 

１次関数の式とグラフの関係を確認する。 

傾きや点の座標についても確認する。 

  

つ
か
む 

   

展
開
（ 

 
 

分
） 

考
え
る
→
確
か
め
る 

【考える】（問 1）点 C から分かることをもとにして、問

題をつくる。 

 ○グラフの傾

きや交点の意

味を事象に即

して解釈する

ことができる。

〔観察・ワーク

シート〕 

【確かめる】点 Cの用い方（ x 座標を読み取るのか、y 座

標を読み取るのか）で得られる情報が異なることを確認

する。 

【考える】（問 2）兎が目を覚ました時刻を変えずに、兎

が目を覚ましたあとの速さを変えるとき、 

①兎の進んだようすをグラフに表す。 

②グラフを利用して速さを求める方法を考える。 

（問 2）時刻を変

えないことはグラ

フではどのように

解釈すればよいの

か考察させる。 

 

（問 3）速さを変

えないことはグラ

フではどのように

解釈すればよいの

か考察させる。 

（問 3）十分でな

い説明を取り上げ

て数学的な表現を

用いてよりよい説

明に改める。 

 

 

 

〇問題を解決

する方法を数

学的に説明す

ることができ

る。〔観察・ワ

ークシート〕 

【確かめる】点には座標を読み取るという用い方、直線

には傾きを読み取るという用い方があることを確認す

る。 

【考える】（問 3）兎が目を覚ましたあとの速さを変えず

に、兎が目を覚ました時刻を変えるとき、 

①兎の進んだようすをグラフに表す。 

②グラフを利用して時刻を求める方法を説明する。 

【確かめる】グラフの用いるもの（何を）と用い方（ど

のように）を説明する必要があることを確認する。 

ま
と
め
（ 

 
 

分
） 

振
り
返
る 

・１次関数のグラフを利用して事象をとらえ、結果を改

善したことを振り返る。 

・問題解決の方法を説明するためには、用いるもの（何

を）と用い方（どのように）を明らかにする必要がある

ことを理解する。 

  

つ
な
ぐ 

・Ｈ26 全国学力・学習状況調査 中学校数学Ｂから数学

的な表現の事象に即した解釈と問題解決の方法を説明す

る問題（駅への向かい方を説明する問題）を宿題とする。 

  

＜授業のようす＞ 

   

x 座標から読み取れる情報は？ 自分の考えを書き表す まとめの板書 

 

＜問題＞兎が「ここら」で一眠りをしても，亀が「ふもと」に着いた 

ときに，ちょうど兎が亀に追いつくにはどうしたらよいですか。 
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図 50 自己調整学習のイメージ 

自らの学習過程 

 

 

 
メタ認知 

動機づけ 

行動 

学習者 
←能動的

に関わる 

４ 学習動機の形成と学習行動の習得 

   児童生徒の「自ら学ぶ力」をどのように育成すればよいだろうか。学習への関心・意欲・態度の調

査結果からも、本県においては大きな課題である。学校教育において、児童生徒一人一人の学びは、

学級の仲間によって支えられている。授業では、自分と違う考えに耳を傾け、新たな価値に気づき、

わからないところは尋ね合ったり、よいと思うことを見習って自分の考えに付け加えたりして、それ

ぞれの学びが広く深くなっていく。最終的には自分の考えがしっかりとした価値に支えられたものに

なると考える。このように、仲間同士がお互いの学びを支え合っていると考えると、児童生徒一人一

人の「自ら学ぶ」ということは、仲間とともに「学び合う」ことに支えられている。ここでは、児童

生徒の学習動機の形成と学習行動の習得について、学級の仲間と関わり合いながら獲得される個の学

びについて考えてみたい。 

(1) 自己調整学習について 

    学習におけるやる気について考えると、児童生徒が自ら目標を立てて、それに向かって努力をす

る姿勢を育てていくことが大切である。このように、「自ら学ぶ力」を支える心理的メカニズムは、

「自己調整学習」に関する研究によって検証が進められている。ジマーマン（1989：伊藤崇達 2013）

によると「『自己調整』とは、学習者が、メタ認

知、動機づけ、行動において自分自身の学習過程

に能動的に関与していること」と示し、そのよう

にして進められる学習活動を「自己調整学習」と

よんでいる（図 50）。伊藤によるとメタ認知とは、

「学習者が学習過程のさまざまな段階で、計画を

立て、自己モニターし、自己評価していること」、

動機づけは「学習者が自分自身を自己効力を有す

るものとして認知していること」、行動は「学習

者が学習を最適なものにする社会的・物理的環境

を自ら選択・構成・創造していること」と述べ、 

自己調整学習とは、自己調整の機能を働かせなが 

ら進められる学習であるとしている。これらのことから、「自ら学ぶ力」の育成には、児童生徒自

身が「何をどのように頑張ればよいのか」その方法を知ること、そのうえで「これはできそうだ、

頑張れそうだ」と予測できること、また自らの学習を自己評価し「これはまだできていない、その

ためにこうしよう」と自己認識し調整することが重要であると考える。 

(2) 自己調整学習における仲間との関わり 

自己調整学習の一つの理論的背景として、伊藤（2007）はバンデューラ（1986）の社会的認知理

論をあげて説明している。社会的認知理論とは「社会に生きる人間が周囲の環境との相互作用を通

して行動を変容させていく過程」とし、「個人要因、行動、環境要因の三者が相互に作用し、規定

し合っている」と述べており、ジマーマンとシャンク（2001）が示した相互作用論の図で説明して

いる（図 51）。このとき、学級の仲間としての

人間関係は「環境要因」にあたり、「できない、

わからない」といった「個人要因」を「環境要因」

としての仲間がサポートしたり、「できる」とい

った自己効力感の高い児童生徒の「個人要因」は、

学習に積極的に取り組もうとする「行動」を規定

したりする関係になっている。伊藤の示した相互

作用論の図から、学習行動としての「行動」は、

自己効力感といった「個人要因」や学級の仲間で

ある「環境要因」と密接に関わりあいながら自己

調整学習の成立を支えていると言える。 

  (3) 自己効力感を高めるには 

    自己調整学習における動機づけは、「自分にはできる・できそうだ」といった自己効力感を持っ

ていることであり、それによって児童生徒はやる気を高め、学習行動を行っている。では、この自

己効力感を高めるにはどのようなサポートが必要かを考えてみたい。 

図 51 相互作用論（Zimmerman ＆ Schunk 2001 をも

とに伊藤が作成） 

個人要因 

行動 環境要因 

学級の仲間 



    伊藤(2007)は、自己効力感の４ 

つの情報源として、遂行行動の達 

成、代理的経験、言語的説得、情

動的喚起をあげている（表 20）。

この４つをもとに考えると、学習

場面において自己効力感を高め

るために、仲間の行動を観察した

り、ノートを参考にしたりするな

ど自分でもやれそうだと思える

ようなモデルを示すことは有効

である。また、保護者や教師など、

信頼のおける他者からの励まし

や価値付けるメッセージ、仲間からの承認は自信へとつながり、テストの場面などでは緊張しない

ようリラックスすることや、緊張するのは自分だけではないと自覚させることも有効である。これ

らを通して、「やれた・できた経験」が成功体験であり、それを日々積み重ねていくことで、自己

効力感は高まっていくと考える。 

 以上のように、今年度のプロジェクト研究においては、学習動機の形成と学習行動の習得につい

て、主に自己調整学習の理論をもとに考えることとしたが、そのスキルの獲得には中学生以降が適

当であるとされている。しかしながら、児童が自分自身の学習に向き合っていくことは可能であり、

仲間とのかかわりの中で獲得していけるものもある。小学校段階では、自己調整学習に向かわせる

指導が可能であり、小学生から中学生へと学びが同一線上にあると考えると、学び方を知り、自分

はできるという気持ちを育てていく段階を大切にしていきたい。 

(4) 自己調整学習を生かした学級経営の実践 

  ここに、平成 26年度前期長期研修員（プロジェクト研究協力委員）である、中城村立津覇小学校

の與座優子教諭の実践を紹介する。與座は、「連絡ファイル」を活用した家庭学習方法の段階的指

導を通して、自ら学習する態度を育む学級経営の研究を行った。現在も実践は継続中であり、その

経過を追いながら児童の変容や研究の成果

を見ていくこととする。 

   研究の概要は、與座がこれまで取り組ん

できた家庭学習の実践を、自己調整学習の

理論に基づいて、児童の発達の段階をふま

えた家庭学習の段階的指導を体系化し、家

庭学習方略を身に付けさせるための具体的

な手立てを示したものである。家庭学習の

習慣化を図ることと学習方略を身に付けさ

せることで、児童に家庭学習の意義を実感

させる。また、「連絡ファイル」を用いて

教師と保護者が効果的なフィードバックを

与えることと、家庭学習の自己評価活動を

生かすことで、児童の自己効力感を高め、 

自ら学習する態度を育成するというものである。 

  津覇小学校は、学校全体で家庭学習についての共通実践を行っている。與座は、小学校１年生の

児童と保護者に対し、家庭学習についてのオリエンテーションを実施し、親子で一緒に家庭学習フ

ァイル（研究の中での名称は「連絡ファイル」）を手作りさせている。学びのポートフォリオの機

能を有するファイルを通して、児童・保護者・教師が、その成果と課題を共有できるものとなって

いる（図 52）。 

 ① 発達の段階をふまえた家庭学習の内容について 

   與座は、家庭学習の中身を教師が課題を与える「宿題」と、児童自身が課題を決定する「自学」

とに分けて検討している。「自学」の中にも「やらなければならない内容」と「やってみたい内

容」とがあり、自ら学ぶ態度は、「やってみたい」という内発的動機づけに促され意欲的に学習

情報源 内  容 

遂行行動の達成 成功を体験し達成感を得ること 

代理的経験 
他人の行動を観察し、自分にもやれそうだという

感覚をもつこと 

言語的説得 
人からできると説得されたり、自らを説得したりす

ること（自己暗示） 

情動的喚起 緊張を和らげ自らを落ち着けること 

表 20 自己効力感の４つの情報源（Bandura1977 をもとに伊藤が作成） 

図 52 與座による連絡ファイルの構成 

家庭学習ノート 

おたよりフォルダ 

明日のお知らせ 

振り返り日記 

テスト 

プリント 

家庭学習の手引き音読チェック表 



表 21 與座による家庭学習の段階的指導 

に取り組む児童の姿がイメージされる。小学校段階においては、学習習慣を身に付けると同時に、

教師が「学習の仕方を学習するための宿題」を与え、教師と保護者がそれを支えていくことの重

要性を述べている。 

② 家庭学習の段階的指導とノートに見る変容 

   日々の授業の中で家庭学習に結びつける内容を実際に示し、次時の授業で生かす工夫は、平成

26 年度版「沖縄型授業づくり」の中でも示したことである。與座は「家庭学習に取り組む態度を

育てる段階①」「自らの家庭学習の改善を図ろうとする段階②」「意義や必要性を実感し自らの

家庭学習に生かそうとする段階③」の三つの段階的指導を試みている。①から③に向かうほど、

主体性が高くなってくる（表 21）。 

 

 教科 活動内容 ◆予想される家庭学習内容と評価 

オリエ
ンテー
ション 

●家庭学習の意義と「連絡ファイル」の役割について知り、今後の学びに生かそうとする 

学級

活動 
・家庭学習の意義(復習・繰り返しの大切さ) 
・「連絡ファイル」の役割について 

・「連絡ファイル」の役割を知り、家庭と学校

をつなぐ意識を持って学習に取り組む 

日々 ページごとの評価をし、学習の意義を持たせる。 ◆漢字・計算練習◆写本◆授業ノートの整理 

 
段
階
的 
指
導
① 
 

●よい家庭学習の取組について考えさせ、教師・児童・保護者との共通理解を図りながら、実際によい事例を紹介

して家庭学習に向かう視点を与え、家庭学習に取り組む態度を育てる段階 

学級

活動 
 

・アンケート調査・評価の共通理解・よい事例の紹介・実

際にプリント学習を家庭学習に生かすようアドバイス 
 

◆授業で利用したプリントを「連絡ファイル」

に綴り、解き直す・丁寧･見やすさ･考えを図や

グラフ言葉で･復習し記憶･自分の成長意識 

保護

者懇

談会 

・アンケート調査 
・評価の共通理解・「連絡ファイル」の役割 
・家庭学習でつけることのできる力 

（保護者懇談会） 
・家庭学習への視点を持ち、意義を実感しなが

ら児童の家庭学習を支援する。 

 
 
段 
階 
的
指 
導 
② 
 
 
 

●児童同士でノートを見合いながらお互いの良さを見つけ、自分の家庭学習の工夫改善に生かそうとする段階 

学級

活動 
・自信のあるページを開く・友達のノートを見合い、良さ

を付箋紙に書く(親も)・家庭学習の目標を立てる。 
（日曜参加）・これまでの自分と友達との比較

をし、自分の目標を持ち家庭学習にのぞむ。 

算数 
 
3時間 
 

倍 
と 
割 
合 
 

・比の関係にある２つの量の割合を理解する。 
・割合を倍で表すこともあることを知る。 

◆分からなかった所の整理◆自分の成長の伸び

率を計算する 

・割合を分数倍で表す。【本時】（授業参観日） ◆分からなかった所の整理◆自分と平均比較 

・割合が分数倍で表される２量で、比べられる量やも

とにする量を求める。 
◆分からなかった所の整理◆ドリル・プリント

問題の解き直し 

日々 
 
 

児童のノートの中からいい事例を見つけ全体に紹介する。

「○○さんと同じだね」「○○さんに聞いてごらん」など

児童同士をつなげる。 

◆漢字・計算練習◆写本◆授業ノートの整理・

まとめ◆分からない所のまとめ◆興味を持った

所を追求◆プリント・テストの解き直し 

 
 
 
 
 
 
段
階
的
指
導
③ 
 
 
 
 
 
 

●家庭学習で学んできたことを授業に生かし、その意義を実感させ本人にとって必要性のある家庭学習の取組に生

かそうとする段階 

 
 
国語 
 
7時間 
 
 
 
 
 

 
伝

え

ら

れ

て

き 
た

も 
の 
 

・伝統文化についての知識を得る。 
 

◆関連本を読む◆読んだ本について分かったこ

とのまとめ 

・「柿山伏」のＣＤを聞いて感想の交流をする。 
 

◆本文の音読。◆読めない漢字チェック◆家族

との話題で考えたことのまとめ 

・狂言独特の表現を知り、学習課題を設定して見通し

を持つ。 
◆音読の練習◆音読プリントへの書き込み◆読

めなかった漢字の練習 

・「柿山伏」の話の筋を理解する。 ◆分からない言葉の意味調べ◆一人学び 

・「柿山伏について」を読んで「柿山伏」の理解を深

め、狂言のおもしろさについて考える。【本時】 
◆説明文について整理◆考えたことのまとめ◆

要旨のまとめ 

・グループに分かれて「柿山伏」の音読練習をする。 ◆音読練習 

・音読発表会をし、感想を交流する。 ◆関連読書をよむ◆テスト前プリントを利用 

 
日々 
 
 
 

児童が行ってきた家庭学習の内容を授業の中で取り上げ、

広げたり生かしたりする。 
 
 
 

◆漢字・計算練習◆写本◆授業ノートの整理 
・まとめ◆分からない所のまとめ◆興味を持っ

た所を追究◆プリント・テストの直し◆音読・

読書感想◆新聞・ニュース・家族との話題の中

から考えたことをまとめる。 



段階的指導によって児童のノート

がどのように変容したかを見る。Ａ児

は段階的指導①で、モデルとなるよい

家庭学習ノートを参考に、漢字練習の

際のノートの使い方を改善している

様子がうかがえる（図 53）。段階的指

導②ではＢ児のように、算数で伸び率

について学んだ後、家庭学習で、自分

の身長やシュートの伸び率といった

身近な問題を取り上げている（図 54）。

段階的指導③では、国語科の自学が授

業につながるよう設定したことで、自

学の内容を授業で発揮できた児童が

その意義を理解し、その後の家庭学習

での自学へと生かす意識化が図られ

た（図 55）。児童の変容に合わせてそ

の都度教師と保護者がフィードバッ

クを与えていくことで、より効果が表

れている。 

 

 

 

③ 学習方略を身に付けるための工夫 

   実践当初、児童の家庭学習の内容が、漢字を繰り返し書く練習、写本、学習したことの復習と、

偏りがあったのに対し、実践後は、それらに加え、テストの事前・事後学習、意味調べ、図書館

の本を利用してまとめる、自分で問題を考える、興味を持ったことを調べる、考えたことを書く、

国語の一人学びなど、学習内容に広がりが見られた。これは、よい家庭学習のノートの事例紹介

図 53 段階的指導①のノート Ａ児 

図 54 段階的指導②のノート Ｂ児             図 55 段階的指導③のノート Ｃ児 



をしたり、日曜授業参観で、親子で学級の

友だちの家庭学習ノートと比較をし、自分

のノートに足りないことや、友だちのノー

トの見習いたいところを見つけ、自己目標

を設定させたりする取組を行ってきたこ

とも影響していると考える（写真１）。 

 また、家庭学習の評価の観点を教師が示

し、児童が毎日家庭学習をチェックする自

己評価活動を取り入れたことも、学習内容

の広がりにつながったと考える。與座が示

したチェックシートには、家庭学習の評価 

の観点として、様々な学習方法が項目とし

て示されている（表 22）。児童は、これ

を手がかりに、今日はどのような家庭学習 

をするか、自己決定する際に参考にしながら、学習方略を身に付けていったと考える。 

 

 

家庭学習 評価の観点   【できていれば○をつけよう】 日にち   

  学習する目標を立てて（明日のメモに記入）から取り組んだ（時間・内容など）   
一日を振り返り、学んだこと･努力したいことなどについて日記に書いている   
音読か読書を（教科書・本）した   

 
 
 
 
 

家
庭
学
習
ノ
ー
ト 

基
本
項
目 

日付を書いている   
文字を丁寧に書いている   
見直したとき大切なことがすぐ分かるようにしている（ノートの使い方・色）   
間違いがないか自分で点検している（○付け、確かめ）   
お家の人に見せ、サインをもらっている（ぜひ励ましの言葉を！）   

 
 
 
 
 

選
択
項
目 

テスト前プリントを活用して復習している   
授業のノートや教科書をつかって自分が分かるよう整理している   
辞典や図鑑を活用してまとめている   
新聞やニュースを題材にしてまとめている   
読んだ本について考えたことや感想を書いている   
グラフや表・図などを使って考えを説明している   
苦手を克服するために反復練習している   
写本し、分からないことを調べ、考えたことを書いたりしている（一人学び）   
発見や注意点を吹き出しで記している   
分かったこと・気づいたことを文章にまとめている   
家族で話題にしたことを学習と結びつけている   
興味を持ったことについて調べたことをまとめている   
テストの解き直しをしている   
その他（                               ）   

                             いくつ ○ があるかな   
担任からの評価（家庭学習ノート） 
選択項目の状況に応じて ＋評価 

お家の人の 
サイン 

 
 

 

 

③ 自己評価活動の効果 

     毎日の学習を振り返り、児童が自己評価を行う場面は、上記のチェックシートと、振り返り日

記がある（図 56）。振り返り日記のシートは自己モニタリングの機能を有しており、今日の授業

の学びを振り返り、「学んだこと、分からなかったところ、考えさせられたところ」などを記述

表 22 與座による家庭学習の評価の観点が入った自己評価シート 

これらの選択項目を参考

にすることで学び方が身に

つき、家庭学習の内容が

広がったと考えられる。 

写真１ 父親も一緒によい家庭学習ノートについて考える 



させた後、家庭学習で何を学習するべきかを自分

自身で見つけられるよう自己目標化させる工夫が

されている。明日の連絡と今日の振り返りをノー

トの１ページにおさめ、家庭学習では何を自学に

するかを児童自身に自己決定させる。これを毎日

繰り返すことで、意識化が図られ主体的に家庭学

習に取り組んでいけるようになる（図 57）。振り

返り日記の記述からは、児童自身の自己観察、内

的判断・評価が見受けられる（表 23）。 

    

 

 

 

図 56 振り返り日記のシートの構成 

図 57 自己評価活動を行って家庭学習へつなげた例 

・社会のまとめ方がわからず母に手伝ってもらって頑張った。 

・発表では間違えても大丈夫だと知った。発表できてうれしい。 

・復習すると授業が分かりやすくなることを知った。 

・分数は苦手だが、５年生の学習を思い出すうちに楽しくなってきた。 

・柿山伏の単元が好き。日本文化が知れるから。 

・調べたことがみんなの役に立ててうれしい。次も頑張りたい。 

・難しかったけれど自分のためだからあきらめない。 

・授業でのポイントを自分で見つけて自学に持っていきたい。 

・放課後教室で分からなかったことを自学の課題にしようと思った。 

表 23 児童の振り返り日記の記述（抜粋） 



④ 学び合い高め合う学級経営の工夫 

     児童生徒の学習動機の形成と学習行動の習得は、仲間同士による学び合い高め合いにより促進

されると考え、学級経営を通して授業と家庭学習を連動させ、グループによる取組を効果的に位

置付けている。家庭学習ノートを点数化し１冊終わるごとに暫定順位が入れ替わる工夫や、テス

トの点数をグループで平均化し、テスト前学習の充実を図ることで、分からないことを進んで尋

ね合える雰囲気につながっているという。黒板には毎日家庭学習の提出状況が示され、グループ

で注意を促し仲間の

学習をサポートする

様子がうかがえるよ

うになった。自分の家

庭学習の頑張りが、グ

ループの得点につな

がっているという実

感から、１学期は家庭

学習を提出できなか

った児童が毎日提出

できるようになった

という（写真２，３）。

学習動機の形成と学

習行動の習得を目指

し、関わりを意識した

学級経営（図 58）である。 

 

 

⑤ 学力向上につながったか 

     実際に取組が結果としてど

のように表れたかを検証す

る。国語と算数の単元テスト、

学期末テストの結果を成績分

布（図 59,60）にし、１学期

と２学期で比較したものであ

る。横軸は到達率（％）縦軸

は人数である。グラフからも

分かるように、国語は２学期

ではＣ評価がいなくなり、算

数でも、学級全体の成績が向

上していることがうかがえ

る。アンケートには「勉強が

図 58 與座が意識した関わりをつくる学級経営 

図 59 １学期と２学期の国語の成績分布グラフ 

写真２ 授業の中で家庭学習の仕方を伝え実際に練習 写真３ わからないところをグループのメンバーが支える 

丸写しをしていた児童が問題を解く家庭学習へ 

学習理解がグループのポイントになることで自分自身

の学習がグループに貢献している実感へとつながる 



分かるようになってきた」と

回答しており、その理由を「家

庭学習で苦手なところ、テス

トに出るところをしっかりや

っているから」「自分でもノ

ートの工夫をできるようにな

ったから」「友達に聞いたり

先生に教えてもらったりした

から」「授業でやったところ

を家庭学習でやるようにする

と次の授業でも分かりやすく

なった」「毎日一日を振り返

って分からなかったことをま

とめているから」など、自分

自身の家庭学習の内容や学習 

に向かう態度の変化について記述している。 

     実際に家庭学習にかける時間に変化があったかを

調べてみると、30 分以内の児童が減り、１時間以上

行う児童が増えている。このことから、家庭学習時間

の増加と、家庭学習内容の質的な変容が成績の向上に

つながったと考えられる（表 24）。 

     以上のように、児童の学習動機の形成 

と学習行動の習得について、家庭学習の 

ファイルを活用した学習方法の段階的

指導と、授業と連動した家庭学習、グル

ープによる学び合いを取り入れた学級

経営を行うことで、児童が分かる喜びを

実感し、学ぶことの意義を理解しなが

ら、前向きに学習に取り組む姿勢が身に

ついてきたことがうかがえる（写真４、

図 61）。このように、小学校段階から

テスト前学習を家庭学習に自ら位置付

けて行う姿や、グループでわからないと

ころを教え合う姿が、中学生になっても

自ら課題を設定して行う自学へとつな

がっていくものと期待したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １学期の家

庭学習時間 

２学期の家

庭学習時間 

30 分以内 ７人 ４人 

１時間 ７人 ６人 

１時間以上 ６人 10 人 

写真４ 家庭学習で調べたことが授業で生かされる場面 

図 60 １学期と２学期の算数の成績分布グラフ 

図 61 １学期に算数が苦手だった児童の振り返り日記（12 月） 

自力で解ける問題が多

くなり、授業もよく分かる

ようになったと実感して

いる。テストでもよい点

が取れそうだと自信が見

られるようになった。 

表 24  家庭学習時間の変化 
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 ５ 校長・教頭を中心とした同僚性の構築と協働による教育の推進、研修の充実 

   「確かな学力」の育成のためには、それに向けての明確なビジョンが求められると同時に、学校課

題に関して、具体的な改善目標が示される。そのため、管理者によるリーダーシップと、ベクトルを

そろえての共通実践が重要であり、達成状況が教職員全体で共通理解され、マネジメントサイクルを

働かせながら、教育の推進と研修の充実が図られていくものと考える。 

    (1) 共同研究のシステムの構築と実質化について 

    阿部によると、質の高い授業研究を継続的に進めていくことの重要性を示し、その研究・研修の

システムの構築の鍵は、「共同研究」の実質化であると述べている。共同研究システムの流れは、

「事前研究～研究会当日～事後研究」であり、中でも事前研究が研究の成否を分けるとも述べてい

る。本県の実際を見ると、小学校では学校単位で国語や算数、道徳といった、教科領域を決めて校

内研究が進められ、それぞれの学年で教材研究から指導案の検討、事前の模擬授業と、事前研究を

進めやすい状況がある。それに対し中学校では、教科で一人代表が公開授業をする場合や、教師一

人一人が年間に一度は授業を公開する場合が多く、全体研はその中からある教科領域を選ぶという

ケースが見受けられる。共通のテーマに沿って研究が進められてはいるが、教科の人数にも偏りが

あり事前研究が個人に任される場合が多い。 

このような課題を解決するために、阿部は教科の枠を超えた共同研究が実現できるかどうかが重

要であると述べている。中でも、複数の教科の教師がチームを作っての共同研究や、学校を超えた

小小連携、中中連携、小中連携などを取り入れることでの効果をあげている。そこには異質性が存

在し、新たな気づきや新たな視点をもとにした対話が生まれる。複数の教科の教師がチームで事前

研究を行っているため、当日のワークショップ型研究会では、そのメンバーが各グループのファシ

リテーターとして、話し合うポイントを絞り込むことができ、研究会の質的な充実につながること

が期待できる。また、そこで示された視点をそれぞれの教科に取り入れ、追試することが可能とな

る。さらに、研究チームごとに「思考を深める発問チーム」「構造的な板書チーム」「言語活動の

充実を図る方略チーム」など、テーマを決めて授業研究していくと、最後の研究のまとめではそれ

ぞれのチームからの提案を一つの授業に盛り込むことも可能である。テーマを絞り込むことで教科

の枠を超えてより話合いが深まると考える。 

事後研究の具体的な方法として、ビデオで録画した授業を止めながら行うストップモーション事

後研究がある。「この発問では答えられない、ではどうすればよいか」「答えがすぐに出てしまい

深まらない、じゃあここではゆさぶりをかけよう」など、場面ごとに改善策を話し合うことで、教

師が自らの授業をイメージしながら、個々の授業にも生かすことができる。以上のように、今ある

校内研究のシステムを見直すことで、中学校においても事前研究や事後研究の充実が図られ、継続

的に質の高い授業研究が進められると考える。 

 (2) 協働による校内研究の充実により効果をあげている中学校の事例紹介 

   ここに、管理者のリーダーシップのもと、協働による教育の推進と研修の充実が図られた事例と

して、宮古島市立佐良浜中学校の実践を紹介する。佐良浜中学校は、生徒数 78名、全学年１学級と

いう、規模としては小さい学校である。本教育センターの出前講座を通して、昨年度から継続した 

図 62 佐良浜中学校校長による学校経営ビジョン三つの柱 

柱１ 「分かる授業」の構築による基礎学力の定着と思考力・

判断力・表現力等の育成 

柱３ キャリア教育の充実を図る教育課程の編成・実施   

柱２ 家庭・地域と連携した基本的生活習慣の確立と家庭

学習の定着（学習を支える力の育成） 

「確かな学力」の向上に繋がる 

生徒の自己肯定感が上がる 

積極的生徒指導に繋がる 

「基本的な生活習慣」への確立へ繋がる 

 学習を支える力の育成に繋がる 

 ｢なりたい自分｣と｢なれる自分｣を広げ 

夢実現に向け充実した中学生活を送れる 
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関わりがある中、全国学力・学習状況調査において、県及び宮古地区の正答率の平均を 10ポイント

以上下回るという厳しい現状があった。授業参観を通して見える、生徒の学習意欲や態度の面でも、

課題が見受けられた。また、地域に連携型中高一貫教育の高校があり、生徒の中には、勉強しなく

ても合格できると進学に向けての意欲がなく、将来に夢を描けず、勉強することの意義の理解につ

ながりにくい状況があった。そのような中、校長が示した学校経営ビジョンの三つの柱が図 62 であ

る。この方針に沿って、教職員がベクトルを一つにそろえて実践した結果、１年間で表れた成果は、

平成 25 年度と 26年度の全国学力・学習状況調査の正答率の比較で見ることができる（図 63、64）。 

      ① 共同研究システムの構築を目指した取組 

教師個々の授業力の向上

を目指し、一人年間２回の公

開授業を位置付け、一回は指

導主事を招聘しての授業研

究会を行っている。また指導

案検討では、管理者が参考資

料を提示し教師一人一人に

適切な指導助言を行ってい

る。研究授業の振り返りで

は、教科の枠を越えたワーク

ショップを取り入れ、課題を

解決するための具体的方策

を検討し、活発な意見交換が

行われている（写真５、６）。 

また、佐良浜中学校では月

ごとに各教師の振り返りチ

ェックシートのデータをも

とにした検証を行っている。

「学習規律」「分かる授業」

「授業と連動した宿題」「補

習」の４項目をチェックし、

全教師が毎月研究主任に提

出し、その都度集計を行い共

有している。全員が３段階評

価の 2.5 を数値目標として、

個々の課題を改善すること

を、チームによる共通実践と

した地道な取組を行い校長

が助言をする。その効果が、

平均正答率にも変化として

表れていると考える。 
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図 63 平成 25 年度全国学力・学習状況調査平均正答率 
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図 64 平成 26 年度全国学力・学習状況調査平均正答率 

写真５ 社会科の研究授業の様子 写真６ ワークショップ型授業研究会で課題解決 



   ② 家庭学習の定着を目指した地域連携と情報の共有化を図る取組 

    島内に学習塾がないことから、学校が家庭での

学びを支える重要な拠点となる。佐良浜中学校で

は放課後図書室を「学び部屋」として活用するこ

とで、部活動後に生徒が図書室に集まって地域ボ

ランティアの方々と家庭学習に取り組む実践を行

った（写真７）。また、授業と連動した宿題を与

え、「んなまだら」ノート（家庭学習ノート）を

活用して質的な充実を図るために、まとめ方の上

手な生徒のノートに解説をつけた家庭学習リーフ

レットを作成配布している（図 65）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     職員室のホワイトボードには、

補習、学び部屋、家庭学習ノート

等について、その日の計画や提出

状況が一目で把握できるよう示さ

れている。家庭学習は教科ごとに

分類して提出され、教科担任がチ

ェックする方式を取り入れてい

る。また、５教科以外の教師は当

番で「励ましメッセージ」を記入

することになっている。全教師や

地域学習ボランティアが生徒の家

庭学習を効果的に支えている状況

がうかがえる（写真８）。 

図 65 「んなまだら」ノート（家庭学習帳）の活用例を示したリーフレット 

写真８ 職員室のホワイトボードに示された補習や家庭学習状況 

写真７ 部活後「学び部屋」で家庭学習をする生徒 



   ③ 教師個々のスキルアップを目指したマネジメントシステム 

生徒一人一人の自己肯定感を高めることを目指し、教育活動の基盤となる学級経営を支えるた

め、佐良浜中学校では担任会を位置付けている。そこでは、教師と生徒、生徒同士の信頼関係を

築くことや、年間 35 時間の道徳と学級活動を大事にする取組が行われている。担任をする際、毎

週の道徳と学級活動の教材研究が困難である現状は、多くの中学校で見受けられる。また、担任

会を設定する時間がとれないという厳しい状況もあり、学級担任同士がお互いに学び合ったり情

報交換をしたりする機会が少なくなっている。そのような中、校長が率先して学級担任の悩みを

聞き、改善策を共に考え、道徳と学級活動への指導助言を行うことで、教師は担任としての自信

と実践力を身に付けていくことができると考える。 

また、複数の教職員で県外研修に出かけていることも佐良浜中学校の特色である。他県の附属

中学校の研究発表会等へ参加し、一人一人が目的意識を持って授業研究会に臨んでおり、その成

果を持ち帰り個々の授業に生かしている。 

そのほかにも、それぞれの教師が自らの校務分掌に関わる生徒の実態をすべてデータ化して達

成目標を設定し、その改善に取り組んでいる。具体的には養護教諭が健康診断等のデータから、

生徒の生活習慣を見直す個票を作成し、学級担任がそれを持って家庭訪問指導に生かしたり、年

度を超えて継続した指導を行ってどのように改善されたかを見取ったりするなど、それぞれの分

掌で目標管理型の評価システムがうまく機能している。同様に体力のデータ、生徒指導等のデー

タなど、様々な生徒の実態をデータ化し、ＰＤＣＡを働かせ評価改善に生かしている。さらに、

その都度改善が図られた生徒を称賛し、成功体験の積み重ねを生徒自身に実感させながら、自己

肯定感を高めていくことで、意欲や態度に変容が見られ、教師と生徒の関係性や学校全体の機能

性を高めていると考える。 

このように、教師が自信と誇りを持 

って自分自身の授業や校務に向き合

えるよう、管理者が専門職としての教

師の意欲に火を灯す役割を担ってい

ることが佐良浜中学校の強みとなっ

て、成果として表れていると考える。

表 25 は、学校評価における生徒の意

識の変容である。平成 26 年度の佐良

浜中学校の達成目標は 3.5 であった。 

     

Ⅴ 研究のまとめ 

ここまで、全国学力・学習状況調査の結果分析と、昨年度のプロジェクト研究で示された「児童生徒の

学力向上に必要な改善の方針」に基づいて研究を進めてきた。平成 26年度版「沖縄型授業づくり」として

三つの視点を取り入れた授業例、小学校における学習行動の習得に関する実践事例、中学校における協働

による教育の推進に関する実践事例等を示すことで、今後の本県の学力向上の目指すべき方向を模索する

ことができた。しかし、依然として中学校で差が開くという課題に対しては、今年度見えてきた現状を踏

まえ、今後も継続した研究が必要である。ここに、平成 26年度のプロジェクト研究のまとめとして、今年

度の研究を通して見えてきた課題をもとに、「つながり」を軸に次年度の研究の方向性を検討する。 

１ 小学校と中学校のつながりを考える 

   小学校と中学校の接続に関する課題はいろいろと考えられる。小中連携は各地区で行われているが、

その中で小中がどのような共通実践を行えばよいのかを検討することが今後必要である。それは、小

学校で育ててきたことを、中学校では求められる機会がないことから、自然に生徒が発揮しなくなる

様々な力を引き継ぐことでもある。生活態度や学習規律といった、日々学校生活の中で担任がしっか

りとしつけていたものもその一つである。中学校では教科担任制で、学級担任が一日を通して学級の

様子を把握し、生徒一人一人の指導に生かすことが小学校よりも難しいという状況が見られる。教室

環境を担任と生徒が整える時間も限られ、放課後の活動も部活動や生徒指導等に時間が割かれ、毎日

の当番活動の振り返りや教室の環境整備に至るまで、担任と生徒がともによりよい学校生活づくりに

ついて考えたり活動したりする時間がとれないのが現状である。小学校では授業で活用する児童一人

一人の考えを示す名前マグネットが準備されていたり、児童一人一人の日々の学習の成果が一目で分

  評価項目（４段階評価） 24 年 25 年 26 年 

授業は、わかりやすく楽しい。 2.4 3.3 3.5 

授業で、自分の考えをまとめた

り、発表したりすることがある。 
2.5 3.2 3.2 

先生は、わからないことがあれば

丁寧に教えてくれる。 
2.5 3.3 3.5 

表 25  学校評価ポイント比較（生徒アンケート）から（12 月） 



かるような教室掲示がなされていたり、学級担任が授業と連動させた教室環境を整える術を多く見る

ことができる。個人のポートフォリオの役割をする学習ファイル等の整理整頓に関しても、教室空間

の中における児童の自己存在感を育てていくきめ細かな配慮があり、このような実践を同一地区の中

学校で目にすることはなかなかない。しかし、各教科担任が授業を行う中学校では、学年を通して共

通の取組にすることがこれまで難しかったのではないかと考える。 

また、学級目標に向かって、学級の仲間との信頼関係を育てながら共にゴールを目指す学級づくり

は、小学校より中学校で課題が見受けられる。発達の段階に違いはあり、学級づくりと学力の相関関

係を現段階で示すことは難しいが、共感的な人間関係が育まれている学び合う集団は、より授業の中

で思考が深まる話合いができる集団であると考える。 

以上のことからも学級経営は、経験年数に差があることや、学級担任としての学習会などがなされ

ないまま、担任任せにしていることで、それぞれの学級における生活づくりや集団づくりに差が見ら

れる傾向がある。中学校における学力向上を考えるときに、学級経営に関する一つ一つの細かなこと

を、今一度学校全体で見直していく必要性があると考える。小学校でできていた生活や学習に関する

細かなルールやアイディアが、中学校で機能しなくなったり、引き継がれなかったりということがな

いよう、それが発揮できるような場面を想定し、小中連携した話合いを行い、学年全体で生活態度、

学習規律に関して検討することが重要であると考える。中学校で何を継続するか、何はより高いレベ

ルを要求するかなど、一つ一つ提示しながら、同一校区の小中が合同で検討する機会が必要である。 

そのために中学１年のスタート時期を一番重要だととらえ、１学年の学級担任は、小学校と中学校の

差を埋めることができる経験豊富な教師がリードしながら、学年を通した共通実践で、学校生活の様々

な場面で必要となる、生活態度や学習規律を整えていき、これまで学んできたことが中学校でも継続

されるものであるという実感を生徒に与え、環境の変化による不安を取り除きながら、中学校での学

習にうまく移行させることを目指したい。 

次年度のプロジェクト研究では、中学校における学級経営を大切にした学び合う集団づくりを目指

し、研究協力委員とともに小学校とのつながりを意識した中学校における学級経営が、学力の基盤と

なる生徒の学習意欲や態度にどのように影響するかを模索していきたい。  

 ２ 授業と家庭学習のつながりを考える 

   平成 26 年度版「沖縄型授業づくり」の取組を通して、家庭学習で授業と授業をつなぐことを示すこ

ととなった。本時の授業の学びを振り返り、次の授業に生かすことができる問題を教師が提示し、す

べての児童生徒がそれに取り組むことで、自分自身の学びの定着について知ることができるとともに、

次時の授業で生かされることで「分かる・できる」といった自信につながると考える。 

   また、中学校においては宿題を復習として位置付けることや、家庭学習の評価について検討する必

要がある。日々の復習の重要性を示しながら、教科でバランスを考えながら宿題を毎日与えることで

学力と学習習慣の定着を図りたい。また、家庭学習を担任がチェックするのではなく、教科担任が評

価改善につなげられるようなシステムを学校単位で検討することが大切である。毎日の授業と家庭学

習をつなぎ、学習方法を示し、評価することで生徒個々を価値づけ、仲間との学び合いを促進し、授

業がより分かると実感させることで、中学校においても学習動機の形成と学習行動の習得につなげて

いけるものと考える。 

   次年度のプロジェクト研究では、中学校数学科において、毎日の授業を家庭学習でつなぐことを日々

継続することで、生徒の学習状況にどのような効果があるかを模索していきたい。 

 ３ 児童生徒同士のつながりを考える 

   秋田喜代美（2014 教育講演会）は、学び合う学びの５つの保障を示し、それを実現できる具体的な

手立てを持つ学校が豊かな学びを育てると述べている（表 26）。また、教室での対話を成立させる上

で、話し手に寄り添う聴き方や、 

自分の考えと批判的に結びつけ

る聴き方等、聴くことの指導の重

要性を示している。このように、 

「分かち合い、共有し合う」人間

関係を築きながら、「なぜそうな

るのか分からない」という児童生

徒の声を大事にできる集団を育

参加の保障 学びへの参加・存在感の承認 

対話の保障 聴き合いの関係 

共有の保障 
一体感、自分たちの言葉の形成によるかけがえのなさの

共有 

多様性の保障 差異の吟味と探求 

探求の保障 様々な観点からの持続的追求、見通し、振り返り 

表 26  学び合う学びの５つの保障（秋田による） 



てる必要がある。お互いの意見を聴いて受け止めることによる自己存在感や居場所が授業の中にある

ことや、つながり合って発想が深まり言葉が飛び交うような、授業に夢中になれる瞬間を多くつくる

ことが大切にされなければならないと秋田は述べている。私たちはこれまで、思考力・判断力・表現

力等の育成を目指し、言語活動の充実を図ることに取り組んできた。ペアやグループの話合いを取り

入れるだけで終わるのではなく、秋田が述べる「子ども同士をつなぐことで、先生だけが評価するの

ではなく、自分が学びの評価者であり、自分たちで考えていくのだという学習観を育てる」ことを大

切にしていきたい。 

 そのためには、聴き合う関係を段階的に育てる具体的な手立てを工夫し、聴くことから学びが深ま

り最終的に自己が高まることにつなげていけるよう、関わりあうことができる児童生徒集団の育成と、

学びを深める授業の手立ての両面から検討していくことが、今後沖縄県が目指す、次の段階の授業改

善につながると考える。 

 

Ⅵ 研究の成果と課題 

 １ 成果 

  (1) 平成 26年度全国学力・学習状況調査の結果を、全国平均、秋田県との比較や小学校と中学校の比

較などを通して、現状と課題について分析し、具体的な改善方法を模索することができた。 

  (2) 昨年度示された「児童生徒の学力向上に必要な改善の方針」にもとづいて、それぞれ実践事例を

示すことができた。 

① 平成 26年度版「沖縄型授業づくり」として、小学校算数と中学校数学における、本県の課題に

対応した授業実践事例。 

② 小学校における学習動機の形成と学習行動の習得に関する学級経営の実践事例。 

③ 中学校における管理者を中心とした同僚性の構築と協働による教育の推進、研修の充実を図る

実践事例。 

 ２ 課題 

(1) 小学校における成果を中学校につなぐための具体的な小中連携の有り方。 

(2) 学級経営を基盤とした学び合う集団づくり。 

(3) 授業と連動した家庭学習の取組を通した学習動機の形成と学習行動の習得。 

(4) 児童生徒同士の聴き合うつながりを意識した授業実践。 
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