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全 タイプⅠ タイプⅡ 全 タイプⅠ タイプⅡ 全 タイプⅠ タイプⅡ坪内小学校 69.8 77.4 35.6 69.7 69.8 69.2宮原小学校 83 89.6 53.3 80.3 81.7 73.9小学校県平均 70.1 77.2 38.2 69.8 70.1 68.1宮原中学校 75 79.3 57.7 72.7 77.9 48.1 72.8 74.2 67.3中学校県平均 71.7 73.7 63.7 69 72.7 51.2 72.1 74.4 63.2
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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：呉市立宮原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    呉市立呉市立呉市立呉市立宮原中学校宮原中学校宮原中学校宮原中学校    ６６６６    １５１５１５１５００００    呉市立呉市立呉市立呉市立坪内小学校坪内小学校坪内小学校坪内小学校    ７７７７    １１１１６６６６６６６６    呉市立呉市立呉市立呉市立宮原小学校宮原小学校宮原小学校宮原小学校    ８８８８    １４１４１４１４１１１１    （H26.11.1現在で記入）    １１１１    指導上の課題指導上の課題指導上の課題指導上の課題                            《 図１ 平成２５年度「基礎・基本」定着状況調査の結果 》  平成25年度「基礎・基本」定着状況調査等の学力調査の結果から小中学校ともに本事業の目標値には達成していない。 さらに，タイプⅡについて通過率が県平均を下回る教科がある。思考力・判断力・表現力の育成について課題があると考える。 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 ① 研究テーマ   自主的に学習し，表現する児童生徒の育成   ～学力向上のための授業の工夫・改善を通して～ ② 研究のねらい 調査結果の分析から，教師のこれまで行ってきた指導にさらに工夫改善を行うことで，児童生徒の学力のさらなる伸長を図り，自ら進んで学習に取り組む学習意欲の向上と児童生徒の自尊感情の育成を目指すことを目的とした。  （２）取組の重点項目  【教科指導・生徒指導】 ○ 取組の重点項目 「ひろしま」学びのサイクルを基にした授業改善をさらに進める。 ・授業での「めあて」と「振り返り」の徹底 ・児童生徒のノート指導 ・家庭学習の指導 ○ 目指す姿  ・自ら考え，分かろうと意欲的に取り組むことができる。  ・自ら計画的に家庭学習に取り組むことができる。   ○ 取組内容    ① 宮原授業モデルに基づき授業を展開する。     ア 本時の「めあて」を明確に提示し，授業の終わりに「振り返る」活動を行う。「めあて」と「振り返り」をノート等に記入させ，授業のねらいを把握させる。学習内容によっては，「評価問題」を実施する。 

  イ ペア・グループでの学習（学び合い学習）を活用した指導を行う。   ウ 生徒指導の三機能を生かした指導をする。          一人一人の児童生徒に自分の考えをもたせ，それを表    現させ，自己の考えを他の者と共有させるよう指導する。 ② ノート指導について  児童生徒のノートづくりのよさを積極的に評価し，参考となるノートの掲示を行う。また，段階別のノート指導の基準を校区で定めて，系統的なノート指導を図る。 ③ 家庭学習の充実を目指す指導 児童生徒の家庭学習習慣の定着を図り，児童生徒が自主的に家庭学習に取り組むように指導の工夫を行う。   【授業づくりの基盤】 ○ 取組の重点項目 学習規律について小中一貫した指導の徹底を図り，授業改善をさらに進める。 ○ 目指す姿 中学校区の小中学校が設定した共通の「学びのルール」について児童生徒がその大切さが分かり，守ることができる。 ○ 取組内容 中学校区の小中学校共通の行動指標「学びのルール」を児童会・生徒会を活用し，徹底させ，主体的な活動につなげるよう指導する。  ３３３３    実践事例実践事例実践事例実践事例        実践事例Ⅰ実践事例Ⅰ実践事例Ⅰ実践事例Ⅰ 【教科指導・生徒指導】 《 中学校 数学科の実践事例 》 （１）具体的な取組内容 ○ 対象学年 第２学年 ○ 単元 連立方程式  ○ 本時の学習内容（単元計画三次 ２／５時間）  連立方程式の活用の内容（連立方程式を用いて課題を解決する内容）   ○ 学力調査からみる指導上の課題  平成25年度「基礎・基本」定着状況調査 中学校数学３－（２）から    （通過率）本校：６１．５％ 広島県 ６０．８％ ・文章から等しい数量関係を読み取らせる指導が不十分 である。  ○ 授業の内容   （本時のめあて） 「お得なプランを選び， 理由をもって説明する ことができる。」   （展開）  携帯電話の２つの料金プランＡ・Ｂのどちらがお得なプランなのか，既習の連立方程式の知識と技能を用いて解決する。学習のプロセスとして「自力解決」→「小集団解決」→「全体解決」の流れで行い，互いの考えを共有する場面で，自己の考え方をしっかりと説明させる。 （まとめ） 「問題の中の等しい数量関係を式で表し，連立方程式を解くことで問題を解決することができる。」 （適用問題：評価問題の実施） 



 別紙「報告資料」 ○ 生徒の様子 課題が生徒にとって身近な事象から設定されており，生徒が意欲的に取り組む姿勢が見られた。 また，指導が段階的にスモールステップ（求めるものの明確化→図で表す→ことばの式に表す→文字式に表す→方程式の立式）で行われ，生徒の理解が進んだ。その際に，課題に対しての自力解決の時間も十分に確保されたことによって，個人がそれぞれの考えをもち集団解決の場につながった。  ① 重点項目との関連 宮原授業モデルをベースに数学的な表現を用いて，根拠を 明らかにして，筋道を立てて説明し合える活動を重点に指導した。   （生徒指導の三機能を生かした指導について）    グループ活動を取り入れ，お互いの考えを説明し伝え合う活動をさせる場面を設定することで，生徒に自己存在感を与え，共感的な人間関係の育成につなげた。  ② つまずきの大きい生徒への具体的な取組 ・問題文の場面を絵で提示し，問題場面が確実に把握できるようにした。 ・求めるものの明確化を図るために，図で表す→ことばの式に表す→文字式に表す→方程式の立式のスモールステップで指導を行った。  ・小集団での説明をさせ，理解を深め，自信をもって発表できるようにさせた。  ・自力解決の手助けになるようにワークシートを工夫した。  ③ 小中が連携した具体的な取組 ・授業後の協議会で重点項目や 指導の工夫方法について課題 となった内容をキーワードに 表し，次の研究授業につなげ た。 《課題をキーワードにした掲示物》→  （２）検証（評価問題も含む）    検証として難易度の異なる問題を２題出題した。結果は次のとおりであった。    基礎・基本の定着を図ることを意図した問題１では，平均正答率が８０％を超えており，ほとんどの生徒が定着したと見て取れた。難易度をあげた複雑な数量関係を基にした問題２では，平均正答率が５０％と低い結果となった。この要因としては問題文中の「㎞」と「ｍ」の単位の違いから立式にとまどった生徒が多かったことが考えられる。今後も文章から数量関係を読み取る場面を多く設定し，その関係を正しく捉えて表すことができるように繰り返して指導を行っていく。  実践事例実践事例実践事例実践事例    ⅡⅡⅡⅡ    【教科指導・生徒指導】 《 小学校 算数科の実践事例 》 （１）具体的な取組内容 ○ 対象学年 第６学年 ○ 単元 「変わり方を調べて」 ○ 本時の学習内容（単元計画一次 ２／２時間）  ２つの変化する数量について，順に変化させた様子を表に

表し，２つの数量の差の変化のきまりを見つけて問題を解く。  ○ 学力調査からみる指導上の課題  平成26年度全国学力・学習状況調査 算数Ａ 設問番号９     （通過率）本校：７０．８％ 広島県 ８５．５％          全国：８２．０％ ・表を縦や横に見て，２つの数量の変わり方のきまりを見つけるための指導が不十分である。 ・２つの数量の関係を□や△，ｘやｙなどの記号を用いて式に表すための指導が不十分である。  ○ 授業内容 （本時のめあて）  「変化のきまりを見つけて問題を解こう。」 （展開）    問題として「１個７０円のりんごと１個３０円のみかんをあわせて４０個買いました。リンゴ代の方が，みかん代よりも１３００円多かったそうです。りんごとみかんを，それぞれ何個買いましたか。」を提示し，前時の学習を振り返りながら解決の見通しを立てさせて，解決を図る。  学習のプロセスとして「自力解決」→「小集団解決（ペア学習）」→「全体解決」の流れで行い，互いの考えを共有する場面で，自己の考え方をしっかりと説明させる。 （まとめ）   「表から変化のきまりを見つければ，全ての場合を調べなくても問題を解くことができる。」 （適用問題：評価問題の実施）  ○ 児童の様子 学習規律が整っており，学習に向かう姿勢がとても前向きであった。 また，ペア学習でのペアトークで，互いがノートを見せて説明し合い，児童が「ここまでいいですか。」と問う場面があり，これまでの指導の効果が見られた。          ① 重点項目との関連  （「めあて」と「振り返り」の徹底について） 児童に授業の「振り返り」をさせる際に視点をもたせて，「振り返り」の充実につなげた。 実際の「振り返り」の場面では，児童の授業の「まとめ」の発言に対し，「○○さんのまとめの仕方は・・・・がよかったと思います。」と別の児童が発言し，さらにその発言を受けて他の児童が「まとめ」について，つなげた発言をし，「振り返り」を充実させていった。  （ノート指導について） ノートの使い方について，規準表を基にした指導をした。また，大半の児童は，ノートを早く丁寧にとっていた。   



 別紙「報告資料」 ② つまずきの大きい生徒への具体的な取組 ノートに表をかくことが難しい児童のために，表の枠をかいたワークシートや思考の際のヒントカードを準備しておくなど，児童の個別の学習状況を把握し，どのような場面で，どのような指導をするか，そのために何を準備するか考え，個に応じた指導を行った。 また，ペア学習で児童が互いの考えを交流する際に，説明するときの話型のヒントを提示するなど工夫を行った。   ③ 小中が連携した取組 校区で作成した算数・数学科における「関数」領域に係る９年間の指導内容の系統表を基に指導を行い，児童にも「ｘ」「ｙ」の記号を指導する際に中学校の文字式へのつながりを意識させて指導を行った。  （２）検証 検証問題は，「平成２６年度全国学力・学習状況調査 算数Ａ 設問番号９」の類似問題である。数量の関係から規則性を見付け，示された考えを基に，関係を表した式を選ぶことができるかどうかをみる問題である。検証問題の結果は，通過率が９１．０％となり，ほとんどの児童が二つの数量の対応や変化の特徴から規則性を見付け，関係を表した式を選ぶ力が付いたと捉えられる。    この要因としては，伴って変わる二つの数量に着目させ，どのように変化しているかを操作や図を用いることで見付けさせ，伴って変わる二つの数量を表にさせたり，それらの対応を考えさせたりした。表を縦に見ることで，伴って変わる数量関係を考察し，規則性を見付けさせ，その規則性を，話型を示して順序立てて説明させる活動を繰り返し行った結果である。数量の関係から規則性を見付ける力が伸び，関係を表した式を選ぶことができるようになったと考える。  【授業づくりの基盤】 （１）具体的な取組内容   ① 平成２５年度に改定「学びのルール」（視覚的な資料を追加）を基に児童生徒への指導を行い，徹底を図る取組を行う。その中で児童会や生徒会が朝会等で見本を見せるなど，より具体的な啓発を行った。     今年度「学びのルール」を視覚的に表したＤＶＤを作成した。今年度も含め次年度以降に取組をつなげて指導に生かすこととした。    ② 授業の中で「学びのルール」について良かった点などを教師が積極的に評価することを心がけて取り組んだ。 また，中学校では「自己評価表」に「学びのルール」の視点に係る評価項目を入れ，自己評価させることで，意識の向上を図った。  （２）児童生徒の変容 「学びのルール」について教師と児童生徒に行った意識調査では，「始業ベルと同時に授業の開始」「服装と姿勢を整えて授業に臨む」という項目については，教師と児童生徒とも肯定的に答えた割合が８５％を超えている。他の項目も高い数値で，児童生徒の学習規律への意識の向上が見られた。  

４４４４    研究の研究の研究の研究の成果と課題等成果と課題等成果と課題等成果と課題等    （１）成果 【教科指導・生徒指導】               《 図２ 平成２６年度「基礎・基本」定着状況調査の結果 》                            《 図３ 平成２６年度調査問題の結果 》 ① 平成２６年度「基礎・基本」定着状況調査では，昨年度と比較し通過率等が向上している。また，課題であったタイプⅡの通過率が向上し，思考力・判断力・表現力の育成について成果があったと考える。特に英語の平均通過率は９０％以上となった。  調査問題の結果について，平成２６年度「基礎・基本」定着状況調査と比較した場合，小学５年，中学２年の結果ではタイプⅠ・Ⅱとも平均通過率が図３のようになり，ほとんどの教科で向上している。数値が向上していないものでも平均通過率は８０％以上あり，学習内容が定着していると考えられる。 

タイプⅠ タイプⅡ タイプⅠ タイプⅡ タイプⅠ タイプⅡ タイプⅠ タイプⅡ タイプⅠ タイプⅡ81.7 59.4 91.2 83.3 82.5 77.4 88.6 62.8 96.5 77.980.4 70 90.5 8273.9 62.2 79.7 69.8 73.8 73.5 73.9 52.7 72.5 51.8坪内小学校宮原小学校小学校県平均 中学校県平均坪内小学校宮原小学校小学校県平均 中学校県平均 2 4.7通過率３０％未満の児童生徒の割合（％） 1.8 75.8通過率６０％以上の児童生徒の割合（％） 0 0 宮原中学校2.9 73.781.4 85 77.8 4.200 0 0 0 10096 100 92.7 92.795.8 100 宮原中学校
宮原中学校 68.271.8 78 73.7 70.281.5 84.177.7 89.9宮原小学校平均通過率 坪内小学校 92.7小学校県平均 中学校県平均78.5 89

英語国語 算数 国語 数学

(小学５年　算数)坪内小 坪内小通過率 平成２６年度基礎・基本 平成２６年度調査問題 増減 通過率 平成２６年度基礎・基本 平成２６年度調査問題 増減　タイプⅠ 81.7 85.2 3.5 　タイプⅠ 91.2 84.7 -6.5　タイプⅡ 59.4 75 15.6 　タイプⅡ 83.3 86.2 2.9全　体 77.7 83.3 5.6 全　体 89.9 85 -4.9宮原小 宮原小通過率 平成２６年度基礎・基本 平成２６年度調査問題 増減 通過率 平成２６年度基礎・基本 平成２６年度調査問題 増減　タイプⅠ 80.4 89.6 9.2 　タイプⅠ 90.5 94.5 4　タイプⅡ 70 69.8 -0.2 　タイプⅡ 82 96.4 14.4全　体 78.5 86 7.5 全　体 89 94.8 5.8（中学２年　国語　：宮原中） （中学２年　数学　：宮原中）通過率 平成２６年度基礎・基本 平成２６年度調査問題 増減 通過率 平成２６年度基礎・基本 平成２６年度調査問題 増減　タイプⅠ 82.5 83.2 0.7 　タイプⅠ 88.6 96.7 8.1　タイプⅡ 77.4 94.7 17.3 　タイプⅡ 62.8 86.3 23.5全　体 81.5 85.5 4 全　体 84.1 94.9 10.8（中学２年　英語　：宮原中）通過率 平成２６年度基礎・基本 平成２６年度調査問題 増減　タイプⅠ 96.5 96.4 -0.1　タイプⅡ 77.9 92 14.1全　体 92.7 95.3 2.6 (小学６年　算数)通過率 前年度比 通過率 前年度比坪内小 72.7 -3.5 坪内小 90 9.5宮原小 95.4 7.4 宮原小 96.1 4（中学３年） 通過率 前年度比国語 83.3 0.7数学 91.1 10.8英語 94.3 8.3

（小学５年　国語）

(小学６年　国語)



 別紙「報告資料」  小学６年及び中学３年の結果についても昨年度と比較し，数値は向上している。  また，３０％未満の通過率の児童の割合も平成２６年度   「基礎・基本」定着状況調査と同様「０」であった。  ② 小中の教員のほとんど全員が校区の重点項目を意識して取組を進めてきている。結果，教員の取組と児童生徒の学習への意欲が連動している。  ③ 事業成果の検証指標を達成している。  小中学校とも「基礎・基本」定着状況調査及び調査問題においても，通過率６０％以上の児童生徒の割合を８５％以上及び，通過率３０％未満の児童生徒「０」を達成した。  ④ 生徒指導上の課題が減少した。 中学校の暴力行為・不登校の件数が減少した。 ・暴力行為について，平成２４年度の３件の状況が，平成２６年度は１件に減少した。 ・不登校生徒数について，平成２４年度の３名の状況が，平成２６年度は０名に減少した。  （２）課題      ① 取組の重点項目である家庭学習の指導について,中学校において，目標時間に達成していない生徒がいる状況がある。目標時間を大きく上回る生徒がいる反面，目標時間に達成していない生徒も存在し，家庭学習時間が二極化する状況が生まれている。  ② ３学期に実施した児童生徒への意識調査の結果では,「自己実現・自己効力感」いわゆる自尊感情の領域の「自分には良いところがあります。」「自分のよさは 周りから認められていると思う。」の質問には，小学生の数値は県平均を上回っているものの，中学生で県平均とほぼ同じ水準であった。  （３）今後の改善方策等 ① 中学校の課題である家庭学習の指導については，生徒への個別指導をさらに充実させる。  ② 課題である自尊感情の育成に向けて,生徒指導の三機能を意識した授業づくり等，これまで行ってきた取組を見直し改善を図る。  ③ これまで事業で行ってきた取組について，効果的な取組を次年度以降につなげるため，組織の改編及び具体的な推進計画を立案し，実行に移す。  


