
 別紙「報告資料」 事業名事業名事業名事業名：：：：学力向上総合対策事業学力向上総合対策事業学力向上総合対策事業学力向上総合対策事業    連携連携連携連携地域名：地域名：地域名：地域名：横路中学校区小中連携地域    連携連携連携連携地域を構成する学校地域を構成する学校地域を構成する学校地域を構成する学校        学校名学校名学校名学校名    学級数学級数学級数学級数    児童児童児童児童生徒数生徒数生徒数生徒数    横路小学校横路小学校横路小学校横路小学校    ２６２６２６２６    ７７７７７７７７６６６６    横路中学校横路中学校横路中学校横路中学校    １０１０１０１０    ３３３３４０４０４０４０    （H2６.１１.1現在で記入）        １１１１    調査結果の分析調査結果の分析調査結果の分析調査結果の分析    （１）教科指導に関する課題 ○ 国語科（「基礎・基本」調査：県平均との差）  平成23年 平成24年 平成25年 小学校 全体 ▼4.6  2.3  7.8 中学校 全体  1.1 ▼4.9 ▼3.7   ※領域別の課題：「読むこと」，「書くこと」 ○ 算数・数学科（「基礎・基本」調査：県平均との差）  平成23年 平成24年 平成25年 小学校 全体 ▼0.8  2.9  9.6 中学校 全体 ▼6.2  1.1 ▼0.2   ※領域別の課題：「数量関係・関数」「図形」 ○ 英語科（「基礎・基本」調査：県平均との差）   平成23年 平成24年 平成25年 中学校 全体 ▼3.8 ▼5.3 ▼1.6    ※領域別の課題：「読むこと」，「書くこと」 （２）生徒指導に関する課題 ○ 児童生徒質問紙(「基礎・基本」調査：県平均との差) ※肯定的回答の割合(以下同じ)  平成 23年 平成 24年 平成 25年 自分にはよいところがあります。 小 ▼16.7 ▼10.2 ▼10.2 中  1.2 ▼0.8 ▼11.3 自分のよさは，まわりの人から認められていると思います。 小 ▼16.9 ▼15.6 ▼12.6 中 ▼0.1 ▼1.3 ▼18.3 （３）授業づくりの基盤に関する課題  ○ 児童生徒アンケート（平成25年度） 
 ２２２２    研究の概要研究の概要研究の概要研究の概要 （１）研究テーマ及び研究のねらい ○ 研究テーマ   ○ 研究のねらい    学力調査等の課題から，基礎的・基本的な知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力を育成することを目指して，研究テーマを設定している。 （２）取組の重点項目  ○ キーワード化した重点項目を掲示し，教職員の意識の徹底を図る。  ○ 年間スケジュール表（PDCAサイクル）を作成し，取組を視覚化する。 【教科指導・生徒指導】 ① 内容 ・学習内容（目標）を明確にした「分かる」授業づくり ・既習の知識・技能とのつながりを考慮した授業づくり 

・生徒指導の三機能を生かした授業づくり ② 目指す姿 ・学習内容を理解している。 ・既習の知識・技能を活かして問題解決（思考・判断・表現）をしている。 ・自己肯定感が高まり，学ぶ意欲が向上している。 ③ 取組内容 ・学習内容の定着 →「授業モデル」の実施 「まとめ・振り返り」段階の指導の工夫  「指導カリキュラム」の作成・実施 ・既習の知識・技能の活用 →「学びファイル」の活用 →「領域別カリキュラム表」の改善・活用 既習の知識・技能を活かした学習活動の場の設定 ・生徒指導の三機能 →「自己決定」「自己存在感」「共感的人間関係」を意識した授業づくり ・研究授業前の研修と研究協議会の充実 →「授業づくりシート」「授業チェックシート」の活用 【授業づくりの基盤】 ① 内容 ・大きな声で挨拶や返事，はっきりとした声での発表 ・場に応じた姿勢や態度 ・整った学習環境 ② 目指す姿 ・大きな声で挨拶や返事，はっきりとした声で発表ができる。 ・場に応じた態度で授業を受けることができる。 ・自分たちで学習環境を整えることができる。 ③ 取組内容 ・学習規律の共有化と徹底 → 平成26年度版「学びの五か条」の作成 「学びのすすめ」（小学校教師用手引き）の活用 「学びの五か条ＤＶＤ」（中学校生徒用）の作成 小中合同「学びの五か条キャンペーン」の実施 ・研究授業前の研修と研究協議会の充実 →「授業づくりシート」「授業チェックシート」の活用  ※授業づくりシート：次の項目の具体的内容を記述                         

 挨拶 の声 返事 の声 発表 の声 姿勢 私語 整理 整頓 年度初 74.9 67.1 72.3 63.4 69.5 79.1 年度末 76.1 69.4 73.2 64.5 72.3 83.2 比較 1.2 2.3 0.9 1.1 2.8 4.1 横路中学校区重点項目実施授業づくりシート 本時の目標 「分かる」授業 （めあて， まとめ・ 振り返り） めあて まとめ Ｃと判断する児童生徒への手立て 学習内容を定着させるための手段 「既習」とつなげた授業（既習の知識・技能） 「生徒指導の三 機能」を生かし た授業 ①自己決定の場を与える ②自己存在感を与える ③共感的人間関係を育成する ④肯定的評価・励ましの声かけの例 「学びの五か条」を意識した授業 挨拶・返事 発表の声 姿勢 聞く態度 学習環境づくり 
基礎・基本の定着と思考力・判断力・表現力の育成 

(％) 

(％） 
(％) 
(％) 
(％) 



 別紙「報告資料」 ３３３３    実践事例実践事例実践事例実践事例 【教科指導・生徒指導】 ○〔授業研究〕国語科 （１）学年  小学校第６学年 （２）調査結果（事前） ○ 平成25年度「基礎・基本」定着状況調査中学校国語 五３ 根拠と記述の整合性 中２生徒：47.7％（広島県：47.5％）      根拠に基づいた考えの記述 中２生徒：45.9％（広島県：53.9％） ○ 中学校国語の課題に準拠した自作問題 （小学校第６学年実施） 根拠と記述の整合性    小６児童：30％      根拠に基づいた考えの記述 小６児童：31％ （３）単元について ① 単元名 資料を活用して書こう ～「もっとすてきな横路小大作戦」ポスターで伝えよう～ ② 課題となる力 ・書く目的との関連を明らかにして書く力 ・資料を根拠として目的に応じて書く力 ③ 既習の知識・技能（第５学年） ・事実と感想，意見を区別して書く力    ・学習コーナーの充実      学習のゴールへの見通し，文章構成，思考の道筋の明示                     ④ 指導の工夫 ・根拠としてふさわしい資料の選択  ・自分の考え，理由，根拠を区別した表現と見直し ・必然性のある言語活動の設定（書く目的の明確化） 教科書での学びから，実際の学校生活での問題点・原因（アンケート等での確認）・解決策をポスターで表現する。                 ・               

⑤ 生徒指導の三機能 ・自己決定の場を与える→テーマの決定，資料の選択等 ・自己存在感を与える →個人思考・集団思考における肯定的評価 ・共感的人間関係を育成する→グループ活動 （４）検証 ○ 前述の準拠した自作問題  根拠と記述の整合性     事前 30.0％→事後 82.0％ 根拠に基づいた考えの記述 事前 51.0％→事後 82.7％  ○〔授業研究〕数学科 （１）学年  中学校第１学年 （２）調査結果（事前） ○ 平成26年度「基礎・基本」定着状況調査中学校数学 ５（２）投影図から立体を読み取る 中２生徒：80.0％（広島県：64.9％） （３）単元について ① 単元名  平面図形 ② 課題となる力 ・投影図を理解する力 ・平面的な図から立体をイメージする力 ・立体の名称を理解する力 ③ 既習の知識・技能 ・立体の名称の知識 （柱体と錐体の区別の仕   方，名称の付け方の復   習） ・見取図をかく技能 ④ 指導の工夫 ・実物，名称，見取図，投影図の一致を復習するフラッシュカード等の工夫  ・いろいろな立体を１つの方向から見た図の提示 ・見取図から投影図，投影図から見取図をかかせる活動を増やすとともに，ある立面図からどのような立体が  考えられるかなど，いろいろな角度から立体をイメー ジさせる。 ⑤ 生徒指導の三機能 ・自己決定の場を与える →自分の考えをしっか り表現させる。 ・自己存在感を与える →机間巡視の時，で きるだけ多くの生 徒に声かけをする。 ・共感的人間関係を育成 する→グループ活動 （４）検証 ○ 平成26年度「基礎・基本」定着状況調査中学校数学 ５（２）投影図から立体を読み取る（広島県：64.9％） 事前：中２生徒 80.0％→事後：中１生徒 91.1％  ○〔授業研究〕英語科 （１）学年  中学校第２学年 （２）調査結果（事前） ○ 平成25年度「基礎・基本」定着状況調査中学校英語 １０１ つながりのある英文を書く    中２生徒：66.7％（広島県：71.7％） ２ 語と語のつながりなどに注意して正しく英文を書く     中２生徒：60.2％（広島県：63.1％） （３）単元について ① 単元名  Lesson4 わたしの町 ② 課題となる力 ・文構造を理解し，正しい語順で文を書く力 だから，通るところを増やし，広くしたら良いと思います。 なぜなら，近道だからといってむだにあっちこっち行く必要がなくなり，ろうかは以前よりきれいになると思うからです。 児童が考えた解決策の 実現例  

学習のゴール 

横断歩道の設置 

資料(事実) 資料から分かること （事実） 資料を基にした自分の考え 

学習コーナー 文章構成 

どうして通ってはいけない所を通ったの？ 資料①を見ると，くつで通ってはいけないところをくつで通っています。 そうじをしている人がいるのに，くつで入ってろうかが砂だらけになっています。 



 別紙「報告資料」 ③ 既習の知識・技能（第１学年） ・canを使った英語表現 ④ 指導の工夫 ・興味・関心を引き出すために，修学旅行で訪れる京都を教材に取り入れる。 ・英文を読む際，動詞がどこにあるかを見付けさせる活動に重点を置く。 ⑤ 生徒指導の三機能 ・自己決定の場を与える →自分の紹介場所についての英作文を考える。 ・自己存在感を与える →グループで英作文を紹介し合い，１つの作品を選ぶ。 ・共感的人間関係を育成する→グループ活動 （４）検証 ○ 平成25年度「基礎・基本」定着状況調査中学校英語10 １ つながりのある英文を書く  （広島県:71.7％） 平成25年度中２生徒 66.7％ →平成26年度中２生徒 75.0％ 2  語と語のつながりなどに注意して正しく英文を書く           （広島県:63.1％） 平成25年度中２生徒 60.2％ →平成26年度中２生徒 63.5％  【授業づくりの基盤】 ・全校朝会での確認（教職員・生徒会執行部・児童会） ・「学びのすすめ」や「学びの五か条ＤＶＤ」を用いた指導 ・学級担任・教科担任・部活動顧問からの声かけ，校長表彰 ・小中合同「学びの五か条」キャンペーンの実施 
４４４４    検証検証検証検証 ① 教科の課題に関わる児童生徒の変容 ○ 平成26年度「基礎・基本」定着状況調査 （県平均との比較）  国語科 算数・数学科 英語科 小学校 4.5 10.3  中学校 2.4 3.4 ▼4.2 ○  研究授業に係る事前・事後テストの比較 
○  学力指標―60％以上，30％未満の割合 《小学校５年・中学校２年》―平成2６年度の比較―  60％以上 30％未満 基礎基本 調査問題 比較 基礎基本 調査問題 比較 小 ５ 国語 81.5 78.1 ▼3.4 0.9 3.5 ▼2.6 算数 96.3 93.9 ▼2.4 0 0.9 ▼0.9 中 ２ 国語 81.0 90.2 9.2 1.8 2.0 ▼0.2 数学 78.0 83.3 5.3 2.7 0.9 1.8 英語 60.6 71.6 11.0 7.3 6.3 1.0 

《小学校６年・中学校３年》―調査問題の比較―  60％以上 30％未満 25年 26年 比較 25年 26年 比較 小 ６ 国語 89.8 86.3 ▼3.5 1.7 3.4 ▼1.7 算数 92.4 95.7 3.3 0.8 0 0.8 中 ３ 国語 73.6 80.6 7.0 2.8 0 2.8 数学 72.4 79.4 7.0 7.6 3.9 3.7 英語 74.8 77.6 2.8 8.4 7.5 0.9  ② 生徒指導の三機能に関わる児童生徒の変容 ○ 児童生徒アンケート（平成26年度）  ６月 12月 比較 自分にはよいところがあります。 小５ 58.3 59.6 1.3 中２ 51.0 57.0 6.0 自分のよさは，まわりの人から認められていると思います。 小５ 42.6 52.0 9.4 中２ 45.0 55.0 10.0 
○ 児童生徒アンケート（平成25年度末･26年度末）       ※平成26年度「友達に」を追加  ③ 授業づくりの基盤に関わる児童生徒の変容 ○ 児童生徒アンケート（平成25年度末･26年度末） 

    ５５５５    研究の成果と課題等研究の成果と課題等研究の成果と課題等研究の成果と課題等 （１）成果 ・中学校の課題を基に，小中での研究授業を実施したことで，小中のつながりを意識した研究授業や研究協議会ができた。 ・「授業づくりシート」を活用することで，授業を組み立てる視点が明確になった。同時に，参観者にも授業の意図が伝わり，協議会においても有効な手立てとなった。 ・課題分析をし，取組と評価問題との関連を明確にして取り組んだことにより，研究授業後の評価問題において通過率を向上させることができた。 ・児童会・生徒会活動による「学びの五か条キャンペーン」を定期的に行ったことは，授業規律等の定着につながった。 （２）課題と今後の改善方策 ・教科等の新たな課題の解決に向けて，今後も，課題の明確化，指導の工夫，目標を明確にした授業づくり，検証といったＰＤＣＡサイクルを繰り返す指導の積み重ねが必要である。 ・学習意欲を向上させることができるよう，生徒指導の三機能を生かした授業づくりを進める。教師は個人思考・集団思考における取組の様子や発言の内容等を積極的に評価したり，友達から認められる場を意図的に設定したりする。また，教育活動全体を通して，生徒指導の三機能に関わる意識を更に高めていく。 ・アンケート等において伸びがみられない項目がある。より徹底を図るために，新たな視点での取組や教職員の意識の強化等を行う必要がある。 

 事前 事後 比較 国語科  書くこと 51.6 71.3 19.7        文学 49.8 61.5 11.7 算数・数学科 図形 61.7 72.6 10.9   数量関係・関数 62.9 83.4 20.5 英語科  書くこと 63.5 69.3 5.8 

全体 ２月 自分にはよいところがあります。 74.2 自分のよさは，まわりの人から認められていると思います。 64.6 先生や友達にほめてもらったり励ましてもらったりしてやる気になることがよくあります。 平成25年 平成26年 比較 75.5 81.6  6.1  
 挨拶 の声 返事 の声 発表の声 姿勢 私語 整理 整頓 平成25年 76.1 69.4 73.2 64.5 72.3 83.2 平成26年 77.9  71.4 77.8 70.6 75.1 84.1 比較 1.8 2.0 4.6 6.1 2.8 0.9 
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(％) 

(％) 
(％) 
(％) 

(％) 

(％) 


