
 
 
 
 
 
 

概        要 

学 校 名  市原市立千種中学校 

活用方法 

「思考し、表現する力」を高める実践モデルプログラムを活用した

授業の「振り返り」の方法について検討し、数学を中心に全教科で取

り組んだ。 

成 果 等 

「自己評価カード」や「振り返りシート」を生徒が活用し「目に見

える振り返り」として継続して書くことで、わかったことや取り組む

べき課題を自覚し、主体的に学習に取り組もうとする意欲が向上した。 

 

令和２年度 研究の成果と課題      市原市立千種中学校 

 

１ 研究主題      
基礎的・基本的な知識・技能の定着とそれらを活用する能力の育成 

～振り返りにより「学びの自覚化」を促す実践を通して～ 

 

２ 主題設定の理由                               

（１）学校の状況から 
      本校の課題は、学力のもとになる思考力や判断力、表現力がなかなか身に付かないと

ころにあると思われる。その原因の一つとして、基礎的・基本的な知識や技能が十分に
身に付いていないことが考えられる。 

   そのため本校では、令和元年度から「振り返り」を合い言葉に全教科、全職員で研究
に取り組んできた。この研究により、目に見えるような顕著な成果はないものの、教員
の授業改革に対する意識が以前より高まってきたものと思われる。 

   今後は高まってきた授業改善の意識を実際どのように授業の中で生かしていくのかと
いう視点で、各教科や個人に任されていた「振り返り」の場面と方法について、職員全
員が共通理解を図る点と教科の特性を生かす取組について整理しながら、指導していく
ことが必要と思われる。令和２年度も引き続き、十分な基礎・基本を身に付けた生徒が
その知識や技能を活用して、思考し表現できることを目標とした授業改善を進めていく。 

 
（２）生徒や家庭・地域の実態から 

     学力の根幹を支える言語能力や基礎的な計算力が十分に身に付いていないために、授

業に参加しても学習内容が理解できず意欲をもてない生徒が多く存在する。例えば、過

去３年間の全国学力・学習状況調査の正答率を見ると、本校は特に、数学について全国

平均を下回っている。具体的には、グラフと表を関連付ける問題やきまりから求められ

「思考し、表現する力」を高める実践モデルプログラム 

     活 用 事 例     



る計算について文字式を用いて説明することなどに課題が見られる。 

計算力や数学で使われる言葉の意味を理解することなど、学力の根幹を支える資質・

能力が、十分身に付いていない生徒に、基礎的・基本的な知識の定着とそれらを活用す

る能力を育成することこそ、本校の課題である。そのために、自ら「この授業で何を学

んだか」を自分の言葉で的確にまとめることができる生徒の姿を目指して、主体的・対

話的で深い学びの実現に向けた授業改善を行う。 

 

（３）令和元年度の反省から 

     令和元年度は、指導者一人一人が、「振り返り」を意識して授業実践を行い、研究を

進めてきた。そして振り返りの意義や場面の設定・方法等、指導者の思い思いの方法で

検証してきた。しかしながら、生徒の意識はこの１年では指導者が思うように深まって

おらず、自分の言葉で学んだことや理解したことを的確に表現するところまでには至っ

ていないのが現状である。 
例えば、数学科の振り返りテストで、「提示した三つの用語を使って比例を説明せよ。」

という問題を出題したが、ほとんどの生徒が必要な用語を的確に使えず、基本である数

学の用語の理解ができていないことが分かった。指導者も授業中は口頭で確認をした場

面では、かなり理解できているように評価していたものの、実際には理解が不十分であ

ることが分かった。 
そのため令和２年度は、生徒一人一人の資質・能力の違いを踏まえながら、本校の生

徒に「目で見ることができる振り返り」「自分で自分が学んだことを書く振り返り」に

重点を置いて取り組ませる。「振り返り」は、学習内容について要点を自分の言葉で記

述したり、学習内容を説明したりすることとする。さらに、身に付けた知識や技能を活

用して、授業の中で思考し表現するなかで、「この授業で何を学んだか」を理解する「学

びの自覚化」を目指して、継続的な振り返りによる「学びの自覚化」を促す授業実践に

取り組む。 

 

３ 令和元年度における成果と課題 
（１）成果 

・授業の導入場面で、授業で活用する用語の説明を生徒が自ら行い用語の意味を振り返る。 

・学習をまとめる場面で「この授業で何を 

学んだか」を、自己評価カードに自分の 

言葉で記述させる。 

○振り返りの場面を授業の毎時間に位置付 

け、継続して取り組むことができた。 

振り返りの場面で、授業で学んだことを 

自分の言葉で表すことで「何がわかった 

か」だけでなく「分からなかったことは 

何か」について、自覚できるようになっ 

た。このことが、「分からないところも、 

分かるようになりたい。」という、生徒 

の学習意欲にもつながった。 

 

数学自己評価カード 



（２）課題 

・振り返りの場面や方法について、授業者が思い思いの方法で検証してきた。 

・生徒同士・教師との口頭でのやりとりから評価していた。 

○授業中に「用語の内容について、十分に理解できた」と評価した知識・技能が、振り返

りテスト等で、的確に活用できなかった。→身に付けさせたい知識・技能の定着が不十

分であった。 

 
４ 令和２年度の取組 

自分の言葉で学んだことや理解したことを活用して、授業の中で思考し表現する方法を

改善する。→「目で見ることができる振り返り」「自分で自分が学んだことを書く振り返

り」に重点を置いて取り組む。 
「目で見ることができる振り返り」では、身に付けさせたい知識・技能の定着を図るた

めに、「自己評価カード」や定期テスト後の「振り返りテスト」「振り返りシート」に取

り組む。 
また「自分で自分が学んだことを書く振り返り」は、「何がわかったのか」「どんなこ

とができなかったのか」を振り返って書くこととする。 
 
５ 研究の仮説 

  仮説１ 各教科、各単元において、一定の学習内容についてその要点を記述してまとめ

たり、用語の意味を説明したりするなどの振り返りの場面を設定し、「学びの自覚

化」を促すことで、基礎的・基本的な知識の定着を図ることができ、それらを活

用する資質や能力を育むことができるだろう。 

仮説２ 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善のために、「目に見える

振り返り」を各教科で工夫することで基礎的・基本的な知識の定着を図ることが

でき、それらを活用する資質や能力を育むことができるだろう。 

 
６ 研究内容と方法 

  （１）各教科で振り返りの場面と方法を検討し、効果的な振り返り方を検討し、実践して
いく。特に、「目に見える振り返り」「自分で学んだ事を書く振り返り」の方法を
研究する。 

 
  （２）全教科で単元を決め「毎時間の自己評価カード」もしくは、単元ごとの「振り返り

シート」の実施に取り組み、指導の一助としていく。 
 
  （３）基礎的・基本的な知識・技能を定期試験・小テストなどでこまめに検証する。 
 
  （４）授業研究の取組 
   ・本時の目標を明確にし、「振り返り」の場面を意図的に設定し、振り返りの方法を

教科ごとに見直す。 
   ・学び合いを実施し、主体的な学習ができるよう計画する。 
   ・教科部会を定期的に開催して、教科指導の質の向上を図る。 
      ・相互授業参観を実施する。 

・講師を招聘しての校内研究授業を実施する。 
 
 



（５）家庭学習の推進（１Ｐノート提出） 
   ・学年の実態に応じて、副担任や部活の顧問のかかわり等も検討する。 
   ・１ページノートの工夫 
      ・e－ラーニングの積極的活用 

 

７ 実践と成果 

    コロナウィルス感染拡大防止から今年の取組は制限せざるを得ない状況になっている。

そんな中ではあるが、各教科で自己評価カードを活用するとともに、昨年度以上に「振り

返り」を意識して指導してきた。 

 

（１）数学科での実践 

① 授業での振り返り 

     授業開始時に前時の学習内容を扱い、本時の学習内容につなげている。プリントを活

用する授業を多くし、生徒が問題を解く時間を多く確保できるようにしている。さらに、

どの生徒も同じ資料・教具で振り返りができるようにしている。 

〈成果〉 

    繰り返し振り返ることにより、基本的な知識・技能を身に付ける生徒が増えた。 

② カード・掲示物を使った振り返り 

     ３学年では、瞬時に２乗の数や平方根を求めたり、√の中をできるだけ小さい数にし

たりするためのカードを作成した。カードを活用して、授業の最初にフラッシュカード

のようにして声に出すことで振り返りができるようにした。また、授業中に公式等を掲

示し、いつでも復習に活用できる環境を整備した。 

〈成果〉 

    繰り返し行うことで自然と覚え、２０までの数の２乗や主な平方根は、徐々に言えるよ

うになってきた。 

③ 全国学力・学習状況調査の既出問題や、文章題の活用 

   全国学力・学習状況調査の既出問題や、文章題を授業で 
   扱い、長文読解、振り返りの授業実践をした。 

検証協力校としての授業改善の一環として実施し、 
指導主事の指導助言を受けた。 

 

    ・関数関係から規則性を見付ける。 

    ・一次関数の関係を見いだし表現する。 
・一次方程式を用いて文章題を解く。 
・決められた条件で方程式の文章題を作成し、お 
互いに解き合う。 

〈成果〉 

   数時間の授業で変容が見られるとはいえない 
が、長文や、やや難しめの問題にもチャレンジ 
しようという意欲が見られるようになった。 



④「自己評価カード」の活用 
    毎時間、授業の終わりに「自己評価カ  

ード」を記入させた。「わかった、でき  
た」ではなく、自分の言葉で「何がわか  
ったのか」「どんなことができなかった 
のか」等を記入させた。 

    １０時間で１枚の記入が終わる書式で、 
１枚記入が終わるごとに提出させる。授業  
者は、書かれている内容を評価し、よく表 
現できているものを他の生徒に紹介し参 
考にさせている。また、指導内容・方法の 
振り返りの資料としている。 

〈成果〉 

      穴埋めや記号で表現するのではなく、自分が学んだこと、学習してわかったこと、

自分が考えていることを１行から２行程度にしっかりまとめ、表現できるようになっ

てきた。「できたこと」「できなかったこと」「これから頑張ること」「この時間の

学習で大切なことは何か」を自分の言葉でまとめることが苦にならずに書くことがで

きるようになった。 

⑤ 定期テストの出題の工夫 

     定期テストで、テスト範囲の専門用語について確認する。用語の意味が正しく理解

できているか、日々の授業や定期テストの問題で確認している。 

〈成果〉 

       定期テストに必ず出題されることもあり、数学の専門用語を正しく理解し、使える

ようにしようとする姿が見られた。言葉では理解できない場合は、図や式等で理解し

ようという意欲も出てきた。 

⑥「振り返りテスト」の実施 

    定期テスト返却後 1 週間を目安に「振り返りテスト」 
として定期テストに出題した基本的な知識・技能の再確 
認をしている。一人一人の生徒の理解度を測る資料とし 
ている。 

〈成果〉 

定期テストでできなかったところに対してもう一度チ  
ャレンジができ、出題される内容がわかっていたり、基 
本的な内容を中心に出題したりしていることから答えや 
すく、定期テストの復習に対しての意欲の向上にもつな 
がっている。 

 

 

 

 



⑦ 「振り返りシート」の活用 

     既習の数学の専門用語を列記しておき、その語群を使    
って定期テスト範囲の学習で理解できたことや理解でき   
なかったことを確認する「振り返りシート」を活用した。  

授業者は、書かれている内容を評価し、よく表現して    
あるものを他の生徒に紹介し、参考にさせている。また、  
指導者のコメントで生徒の悩みに答えるようにしてい 
る。また、単元指導の振り返りの資料としている。 

〈成果〉 

      テストに向けて習得すべき専門用語の確認ができ生徒 
が、出題範囲の振り返りに活用することができた。 

 

 

 

⑧ 放課後の１０分補習の実施 

      振り返りテストで一定の点数がとれなかった生徒を対象に、毎日放課後１０分の補習

を実施している。内容は、範囲の中で特に大切な基本の問題とし、持続できるように  

１０分程度で解き終わる量という点にこだわり実施している。また解答も印刷してあ

り、自分自身ですぐに答え合わせができるようにしている。 

〈成果〉 

学習の苦手な生徒も同じことを繰り返し学習することにより、基本的な知識や技能を

身につけられるようになった。何よりも自分の力だけで問題が解けたときの感動を味わ

わせることができている。１０分程度にこだわっているので、無理なく学習ができてい

ると思われる。 

（２）数学科以外の教科の実践 
・定期的に教科部会を開催し、「振り返り」の検討、実践をしている。 

・各教科での実践内容を全職員で把握する時間を特設し、共有した。 

・９月１７日に「振り返り」を意識した授業研究会を実施した。 

     （国語、社会、数学、英語） 

・学年会で家庭学習のあり方について検討し、どの学年も名称は異なるものの、１日  

１ページの家庭学習を実践している。 

・各教科の取り組みを教科部会で話し合い、全体研修で発表、共有した。 

・毎時間もしくは単元ごとに自己評価カードの記入をさせたところ、「頑張った」「で

きなかった」という反省ではなく、より具体的に書けるようになった。その結果、授

業者が「生徒が何がわかって何がわからなかったのか」を今までより明確に把握でき

るようになってきている。 

・振り返りの場が、お互いを認め合う場面となっている。 

・学習の即時効果が表れ、教え合いの機会も増えてきた。 

・技能教科においても、思考力の高まりが見られる場面が増えた。また、作業の流れに

沿って板書を行うことで振り返りのポイントが確認できるようになった。 

・生徒同士の会話や声掛けが増えた。 



・各教科で取り組み、全職員が振り返りを意識することにより、特に、生徒の言語活用

能力が向上した。 

【各教科の主な取組と成果】 

① 国語 

（取組） 

   ・「振り返りシート」の活用 

・振り返りの時間の確保 

・定期テストの復習テストの実施  

〈成果〉  

    ・振り返りを書かせることで「その時間に何を学習したか」が明確になった。 

② 社会 

（取組） 

   ・「授業記録カード」の実践 

   ・始業時の振り返りテストの実施 

〈成果〉 

   ・「授業記録カード」の活用によって学習内容の整理が素早くできるようになった。 

   ・定期テストでの思考・判断問題の正答率が向上した。 

③ 理科 

（取組） 

   ・休校期間中に教員が自作した教材で基礎学力の定着を図った。 

   ・学校での授業が開始されたとき、課題プリントを使って振り返りを図った。 

〈成果〉 

   ・課題プリントに取り組ませたため、授業にスムーズに入ることができた。 

   ・振り返りプリントを活用することによって理解が深まったと思われる。 

④ 英語 

（取組） 

   ・「振り返りシート」の活用 

   ・ ペアワークの実施 

〈成果〉 

    振り返りシート、小テストの実施により、以前より書く力がついてきた。 

⑤ 音楽 

（取組） 

・表現活動では、グループで自分たちの課題を話し合い解決するための手立てを考え 

させた。 

   ・振り返りで、さらによくするためにどうしたらいいか課題を個人で書かせ次の授業

につなげた。 

   ・グループ活動で器楽の課題に取り組ませた。 

〈成果〉 

・グループでの話合いが積極的にできるようになり、話合いが深まった。 

   ・課題に向けて全員で取り組み、全員で合格できた。 



⑥ 美術 

（取組） 

    ・友達同士の鑑賞会の実施。 

    ・国語科と連携して金子みすゞの文学作品とつなげて作品制作を行った。 

・「振り返りシート」の活用 

〈成果〉 

   ・個々の作品で「美しさ」について、様々な相手と感想を伝え合うことができた。 

   ・身近な画材を使用したため、美術に苦手意識がある生徒も最後まで仕上げることが 
できた。 

⑦ 保健体育 
（取組） 

   ・学習カードの活用 
   ・生徒によるスモールティーチャー（見本・手本） 
   ・生徒同士でアドバイス、呼び掛け（指示） 

〈成果〉 

   ・運動が楽しい、運動が好きなど運動の魅力を持たせることができてきた。 

⑧ 技術・家庭     

（取組） 

    ・授業のまとめとしての「振り返りプリント」への記入をさせた。 
   ・授業の流れをあらかじめ示しておき学習に取り組ませた。 

〈成果〉  

   ・生徒によって記入の仕方に差が見られた。 
   ・先が見える授業が展開できるようになった。 

 
８  課題 

（１）数学科の課題 

・前時の最後の振り返り（自己評価カード等）を次時に活かす手法の研究。 

・学習内容の理解が十分でない生徒への支援。（TT による指導の有効活用、放課後の補習） 

・「自己評価カード」を記入させる時間の確保。 

・「自己評価カード」に記入する内容について。（書く内容がわからず困っている生徒へ

の支援） 

・振り返りの際に有効な既習事項の掲示物、カードの作成と活用。 

・数学の学習に、生徒自ら意欲的に取り組ませる手立て。 

・授業の導入とまとめでの振り返りを中心とした検証となったので、授業の中盤での振り

返りについても有効であるかの検証。 

 
（２）数学以外の教科の課題 

・ＩＣＴの更なる活用。各教室に設置される電子黒板の有効活用。 

・単学年の計画だけでなく、３年間を見通した「計画」の立案。 

・振り返りを生かした、学習課題の設定。 

・振り返りを行う時間の確保。 



・「自己評価カード」等による振り返りをタイムリーに行うための工夫。 

・with コロナの中での、教え合い活動・話合い活動の持ち方。 

 

 

９ 最後に 

 令和２年度は新型コロナウィルス感染拡大防止のため、これまでどおりの教育活動を行う

ことが難しくなった。特に授業では、「３密」を避けるために、教え合い活動やグループ活

動が行えず、本研究も年度当初に計画した内容を縮小せざるを得ない状況になってしまった。

また、全国学力・学習状況調査が中止となり、本校の取組の検証材料が充分でないまま、２

年間の研究が終わろうとしている。そのような中でも学校をあげて、「振り返り」を合い言

葉に毎日の授業を大切にした研究を実践してきた。その結果、生徒自身が自分の言葉でその

授業で何が分かったのかをまとめ、表現するのが苦にならないようになってきた。授業の重

点的な指導内容をしっかりと捉え、自分なりに表現することが、以前よりは上手になってき

た。この点だけでも全校をあげて取り組んできた成果はあったと考える。 


