
 

別紙様式１－１ 学力向上総合対策事業 

事業名：学力向上総合対策事業 

連携地域名：熊野中学校区小中連携地域 

連携地域を構成する学校 

学校名 学級数 児童生徒数 

熊野町立熊野中学校 １１ ３０１名 

熊野町立熊野第一小学校 １９ ５２２名 

熊野町立熊野第三小学校 １４ ２８９名 

   
（H2６.11.1現在で記入） 

１ 指導上の課題  ※H26「基礎・基本」定着状況調査 

・小中学校とも，活用問題の記述の質が全体的に高まった。 

・小学校国語科において，「段落相互の関係の把握」について

は，まだ課題が見られる。また，要旨を読み取る力に課題

があることが分かった。 

・小学校算数科において，文章の中から読み取ったことを自

分の言葉で式などを用いて書くことに課題があることがわ

かった。無解答率は，両校とも少なくなってきている。 

・小学校理科において，方位磁針の使い方が分かっていない

ことがわかった。また，方位については，生活との関連を

図り，日常において意識できるように指導していく。 

・中学校国語科において，課題であった「段落相互の関係の

把握」については伸びが見られたが，小学校と同様に文章

の要旨を読み取る力に課題があることが分かった。 

・中学校数学科において，課題であった「関係を文字式で表

す」については，伸びが見られた。また，日常生活で使わ

ない数学的用語の徹底が図られていないことがわかった。 

・中学校理科において，実験を行う際，実験の目的を意識さ

せることや，課題を把握させることが不十分であり，実験

結果から何が分かるかということを考えさせることができ

ていないことが課題である。そして，実験・観察の結果か

らいえることと，そうでないものを区別させる指導が十分

にできていない。 

・中学校英語において，「つながりのある英文を書く」の問題

については，少し伸びが見られた。英文を読んで内容を理

解して，その情報を活用する力が課題である。正答率が17
％から57.4％に上がったが，準正答の中には冠詞の使い方
や，単語の綴りに間違いがまだ多くみられる。 

 

２ 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 

 

 

② 研究のねらい 

ア 児童生徒に基礎・基本を定着させるとともに活用でき

る力を付けるために教師の授業モデルを作成し，教師の

授業力向上を目指す。 

イ 児童生徒の思考力・表現力を育成する。 

ウ 児童生徒の家庭での最低学習時間の徹底を目指す。 

エ 家庭教育支援アドバイザーを活用し，家庭での学習環

境を整える。 

（２）取組の重点項目 

 【教科指導・生徒指導】 

① 授業スタイルの決定     

ア 知識・技能はしっかり教えて定着できるようにする。 

イ  じっくり考えて活用し，表現できるようにする。 

ウ  ペア・グループでの学習を活用する。 

▼熊野授業スタイル 

 

 

 

 

 

 

 

 

②   生徒指導の三機能を生かした指導 
一人一人の児童生徒が自分の考え方を持って（自己決

定の場を与える），みんなの前にそれを示し（自己存在感

を与える），そしてお互いのよさに気付く（共感的人間関

係を育成する）ことができるように取り組む。 

ア 友だちの話に反応したり，共感的に受け止めたりしな

がら聞くことができる。 

 イ 自分の思いが相手に伝わるように，相手の目を見たり，

相手に聞こえる声で話したりすることができる。 

ウ ペア・グループの活用 

・小学校では，ペアやグループを活用する。 

・中学校では，司会，発表，記録，お世話係で構成された

４人班を活用する。 

③ ノート指導 
  低・中高学年・中学生・教師用のノート指導の合言葉を

作成し，指導する。     

 ▼中学校版ノート指導の項目 
① ノートは自分の学習の足あと 
② 授業のめあては青で，まとめは赤でかこむ 
③ ていねいに，正しく，美しく 
④ 線は定規でまっすぐに 
⑤ 大事なところは囲む，線をひく，色を変える 
⑥ 絵や図なども使って 
⑦ 家で１回，ノートでふりかえり 
⑧ 見つけよう！「違う所」「似ている所」 
⑨ メモしよう！「疑問点」や「わからない所」 
⑩ 説明しよう！「自分の言葉」で 
⑪ 文章は短く簡潔に 
▼教師用ノート指導の項目 
①  書きながら，考えさせる 
② 書いたことから「話すこと」「聞くこと」へつなげる 
③ 赤ペンで，ねらいをしぼって評価 
④ 子どもたちのノートを意識した板書計画 
⑤ 誤答をいかしたノートづくり 
⑥ 工夫したノートの作成をめざして 

④ 家庭学習の充実 
ア 家庭での最低学習時間「（学年×10分）＋α分」とする。

イ 小学校高学年・中学生は，自分でテストや試験の計画 

  を立て実行する。 

ウ 小中連携した家庭学習の手引きを作成し，４月に児童 

生徒及び保護者に主旨を説明する。 

エ 家庭環境に課題のある児童生徒に対して，家庭教育支 

援アドバイザーと家庭との連携を行う。 

 【授業づくりの基盤】 

   小中学校とも，①～④を共通の重点取組内容とする。 

① Ｐ（ぺったん）Ｐ（ピン）Ｇ（グー）の実施 
授業では，「足はぺったん床の上・背中ピン・お腹と背中

にグーひとつ」という姿勢を徹底させる。 

② 授業の挨拶 
立って４秒礼と大きな声で挨拶をさせる。 

基礎・基本の定着・活用を促す授業設計 
～思考力・表現力の育成～ 

 

学力向上マスコット 
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別紙様式１－１ 学力向上総合対策事業 

③ 落ち着いた学習環境の整備 
   規範意識を向上させることで，学ぶ意欲をもたせ，学力を

向上させていく。（朝読書，無言清掃，無言移動の実施） 

④ がん熊スキル 
学習スキルと生活スキルを小学校では特に取り組ませる。 

小学校第一学年では，鉛筆を正しく持つために鉛筆補助具

を使わせる。 

▼がん熊学習スキル 

① 本はもって読む 

② 定規は正しく使う 

③ 机の上の整とん（ノート，筆箱，教科書の位置 

使わないものは片付ける） 

④ 下敷きを使う 

⑤ 鉛筆は正しく持つ 

⑥ わからないときには辞書を引く（中学年） 

  ▼がん熊生活スキル 

① 返事は大きな声で「はい！」 
② くつをそろえる 
③ 服はきちんとたたむ 
④ かばんの整とん 
⑤ 机のイスは入れる 

  

３ 実践事例 

【教科指導・生徒指導】 

（１）重点項目表に基づく小中共通の具体的な取組内容 

昨年度より，全教員が４部会（国語・算数数学・理科・外

国語）に所属し，重点項目表をもとに研究を進めた。 

①  国語 

ア 学年に応じて「主語・述語」の関係を理解させる取組

を行う。 

イ 小中学校で詩・物語・新聞記事などの視写を行い，語

彙力をつける。（小：がん熊タイム中：KUMA トレ天
写） 

ウ 「音読」の方法を工夫する。通常の音読に加え，「追

い読み」「一文読み」「ペアによる交互読み」などを行う。 

② 算数数学 

ア 本時で活用する既習事項の確認を最初に行う。 

イ 板書の構造化を行う。 

ウ  自力解決の場と時間の設定をする。 

エ 本時の目標（めあて）とまとめをノートに書く。 

オ 授業の最後に適用問題を実施する。 

③  理科 

ア 実験の前には，必ず予想を立てさせる。 

イ 実験・観察器具の正しい取り扱い方の定着を図る。 

ウ 表やグラフから情報を見取る力を定着させていく。 

④  英語 

ア 絵のあるコミュニケーションの目標カード( Smile / 
Eye contact / Good voice )を小中学校で使用する。 
イ 積極的に英語を聞いたり，話したりできるように活動

を仕組む。 

ウ クラスルームイングリッシュを積極的に使用する。 

エ ALTや友だちの会話に反応するように指導する。 
（２）つまずきの大きい児童生徒への具体的な取組 

① 国語 

  ・ヒントカードを用意しておき， 

活用させる。 

②  算数・数学 
  ・既習事項を授業の最初に確認を 

し，繰り返し定着を図る。 

③  理科 
 ・実物や映像，モデル等を見せることにより具体的に理解さ

せる。 

④  外国語活動・英語    
 ・楽しんで何度も繰り返し練習できるような場面を作る。  

（３）検証 ※H26「基礎・基本」・「全国」とH26調査問題の比較 

○ 小学校 

・第５学年国語科において，目的に応じて，中心となる語

や文をとらえて要旨との関係を考え，文章を読む課題

に関しては，改善傾向にある。 

（調査問題：第一小85.9％ 第三小74.3％） 
・第５学年国語科において，「段落相互の関係の把握」につい

ては，まだ課題が見られる。 

（調査問題：第一小37.2％ 第三小28.6％） 
・第６学年国語科の目的や意図に応じて計画的に討論する課

題に関しては，改善傾向にある。それぞれの主張が何を言

おうとしているか的確に把握し，それに対しての自分の意

見を文章に表すようになってきた。 

（調査問題：第一小42.3％ 第三小89.5％） 
・第５・６学年算数科において，問題文を確実に読み取り，

資料などを活用して，自分の考えを言葉と式で表す力は，

伸びが見られたが，まだ課題である。 

・第５学年理科において，方位磁針の使い方が理解できてい

ないことが課題だったが，正しく理解することができるよ

うになった。 

（調査問題：第一小73.1％ 第三小80.0％） 
・第５・６学年理科において，理科の用語を正しく理解して，

自分の考えを書き表す力は課題がある。 

○ 中学校 

・第２学年国語科において，今年度課題であった「文章の要

旨を読み取る力」については伸びが見られたが，資料を読

み取り，理由を添える条件作文に課題があることが分かっ

た。 

・第３学年国語科において，「文脈に即して漢字を正しく書く

問題」においては，部首の意味を考え，字形の似た漢字を

正しく書き分ける力がついている。 

・第２学年数学科において，文字を使って数量を表し，それ

を数学的用語を使って表現する力が不足している。 

・第３学年数学科において，証明問題に対する苦手意識はあ

るようだが，反復練習をしていくうちに正答率もあがった。 

・第２学年理科において，実験結果を整理し，分析・解釈す

ることに課題がある。結果を根拠として，言えることと，

そうでないことを区別させる指導が不十分である。 

・第３学年理科において，基本的な知識を問う課題の正答率

は高くなっているが，単元によっては公式や法則の意味が

定着していないと推測される誤答が多い。１，２年生の既

習内容を定期的に振り返る機会が必要である。 

・第２学年英語科において，長文読解をして「情報を適切に

読み取ることができる」問題においては伸びが見られた。

また，聞くことにおいて「二人の対話文を聞き，その内容

についての質問に答える」問題については８％の伸びがあ

った。しかし，主語を適切な代名詞に変えて答えたりする

ことに課題がある。 

・第３学年英語科において，理解する上で支障のない間違い

があるものの，情報をもとに内容を整理し，文章形式を選

択して書くことができるようになった。 

 

▲カードによる算数の既習

事項の確認 
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【授業づくりの基盤】 

（１）具体的な取組内容 

① 教師が４秒礼を指導するために，生徒が礼をした後に礼

をする。 

② 生徒の意見をもとに，中学校では,「立った時にはかか

とをつけ，足が60度（ＰＰＧ 60 ピー・ピー・ジー・スッ

クスティ）」を指導する。  

 

 

 

 

 

 

 
  
▲生徒が書いたPPGとPPG60のポスター 

 

③ 小学校第１学年では，鉛筆の補助具を持たせ，鉛筆の正

しい持ち方を指導していく。 

 ④ ノート指導 

・算数数学科において，小中連携をしてノートの書き方を同

じような形で書くように指導している。 

   ・中学校は，今年度よりノートの書き方を具体的に示し，自

分でまとめるようにしている。     

 ▼がん熊ノート 

G  goal  目標を書く     

N note    
黒板のこと 大切だと思ったこ

とを書く 

K   key words 
キーワードや気に

なること（疑問

点）を書く 

M   memo まとめを自分のことばで書く         
 

 

 

 

 

 

 

 

（２）児童生徒の変容 

 ① ノート指導 

 ・小中学校ともノートを丁寧に書くようになった。特に，算

数数学については，ノートの書き方を統一したため，中学

校でもノートを上手くまとめることができるようになって

きた。 

・中学校においては，社会及び理科において「がん熊ノー

ト」の方法に従ってノートをまとめる生徒が増えてきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ▼ がん熊ノート（中学校2年生 社会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ② PPG 

・小中学校とも，PPGを行ない授業に集中できる児童生徒

が増えてきた。 

▼PPG実施状況児童生徒アンケートより （H26 10月）% 

学校名 5学年 6学年 1学年 2学年 3学年 

熊野第一小 60.8 63.8    
熊野第三小 76.0 84.0    
熊野中学校   75.0 75.0 79.0 

 

 

 

 

 

    ▲小学校             ▲中学校 

 

４ 教科の実践 

小学校国語科 

（１）指導上の課題 

平成26年度「基礎・基本」定着状況調査国語三 

文と文との意味のつながりを考え，段落相互の関係を

把握しながら読むことができる。 

 熊野第一小 44.9％ 広島県 39.6％ 
・内容を整理したり，複数の情報を関連付けたりしなが

ら読み取る指導が不十分である。 

（２）学年 小学校第５学年 

（３）教科及び単元について 

① 単元名 天気を予想する 

② 単元の目標  

・筆者が事例，理由や根拠として上げている事実を読み取

ることができる。 

・問いと答えのまとまりどうしの関連を読み取り，文章全

体の構成を把握しながら，筆者の主張を読み取ることが

できる。 

・文章の中での語句と語句との関係を理解することがで
 

が…がんばる目標を書く 
ん…どんどん聞いたこと調べたことを書く 
く…区切りが大切 
ま…まとめは自分の言葉で 
の…ノートの文頭はそろえる 
お…オリジナルが一番 
と…とにかくていねいに 
よ…余白は大胆に！ 

 

▼小学校算数ノート ▼中学校数学ノート 

めあてを書いて青で囲む。 

 

M 
まとめを

自分の言

葉で書い

ている。 

G 目標 

N 授業のメモ 

K 
キーワードを

書いている。 

疑問点を書いている。 

 

  

 

ふりかえりを書く。 

GaNKuMa 
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きる。 

③ 単元の展開（指導計画）（全８時間） 

・文章中の三つの問いと答えの関連を考え，文章構成をつ

かむ。【本時】 

（４）重点項目との関連 

 

 

 

① 段落相互の関係を読み取るために，中心となる語や
文に注目して要点をまとめさせたり，段落に見出し

を付けさせたりして内容を整理する。 

② 指示語や接続語，文末表現に注意して読ませ，それ
らを使うようにさせる。 

③ 説明文全体を読むことで，「問い，事例，答え，まと
め」のつながりをとらえるようにさせる。 

（５）授業の様子（児童の変容） 

①  単元を貫く言語活動を設定したことで，意欲的に

筆者の表現の工夫に着目しながら説明文を読み取ら

せることができた。 

② 文章構成図にまとめることで，筆者の論の進め方

のよさに気付き，グラフや表に着目させて，数値を

示すことのよさに気付かせることができた。 

③ 読み取った筆者の表現の工夫を生かして，説明文を

書くことができた。 

（６）検証 

問題：「なぜ？どうして？身近なぎもん 4年生」の中

から出題（中心となる語や文をとらえて要旨と

の関係を読み取り表現させる） 

・正答率：84.6％ （33名／39名中） 
・「基礎・基本」定着状況調査より向上している。誤答の

内，最も多かったのは，似て非なるものを当てはめた

解答だった。これは，文章全体の意味を把握できてい

ないことに起因する。中心となる語や文を捉えること

を継続して指導していく必要がある。 

・中心となる語や文を捉えて段落相互の関係を考えるこ

とに関しては，正答率が64.1％だった。要点をまとめる
ことや文章構成図にまとめること等，文章構成に視点

をおいた指導を行い，さらなる改善を図っていく。 

中学校国語科 

（１）指導上の課題 

 H26「基礎・基本」定着状況調査国語四３の通過率   

文脈の中の言葉の意味をとらえ，文章全体の要旨をと 

らえる。 

本校 38.7％ 広島県 41.3％ 
・キーワードを捉え，筆者の説明しようとする内容をま

とめさせる指導が不十分であった。 

（２）学年 中学校 第１学年 

（３）教科及び単元について 

① 単元名 「流水と私たちの暮らし」 

② 単元の目標  

・文章の構成に着目しながら，文章の中心となる部分

やそれを支える部分を読み分け，筆者の述べている

ことを要約させる。 

・図表に着目し，本文のどの部分に対応するかを読み

取らせ，内容を理解させる。 

③ 単元の展開（指導計画）（全６時間） 

・本文を通読し，新たに知ったことを交流させる。 

（１時間） 

・文章の構成を捉える。本論をさらに分けて考える。

（１時間） 

・本論のまとまりごとの内容を読み取る。 【本時】 

・本文全体の内容を要約する。（１時間） 

・リーフレットを作成する。（２時間） 

（４）重点項目との関連 

 

 

① マーカーを活用したり，線種を変えたりするなどの工夫を
行う。 

② キーワードに線を引かせ，筆者の伝えたい内容を短い言葉
でまとめさせる指導を行う。 

（５）授業の様子（生徒の変容） 

① 単元を貫く言語活動（リーフレットの作成）をはじめに

示すことで，生徒が単元全体の見通しを持つことができ，

課題意識を持って学習に取り組めた。 

② 流氷の働きに関するQ&Aを作成することで，問い対す
る答えとなる根拠を読み取り，簡潔に一文でまとめるこ

とができた。 

③ リーフレット作成において，本文にある図表を使わせ

たが，図表の意味を正しく理解し，分かりやすい説明を

するために効果的に使うということが難しかった。図表

が示していることを文章化するなど，図表の働きを明確

にし，分かりやすく説明することに役立てる指導を行っ

ていく必要がある。 

（６）検証 

問題：「江戸からのメッセージ」の中から出題 

（文章全体の要約文を，条件に従って書かせる） 

・本問題の正答率は準正答を含めて58％であった。「基礎
・基本」定着状況調査よりは向上したものの，目標で

あった70％は達せすることができなかった。誤答の内，
最も多かったのは，文章構成（序論・本論・結論）を

正しく捉えられていないことと，キーワードを使って

要旨を簡潔にまとめられていないことである。今後の

指導の中で論理的な文章の読み方，書き方の指導など

さらなる改善を図って行く。 

小学校算数科 

（１）指導上の課題 

    平成26年度全国学力・学習状況調査 算数B ５ 
示された情報を整理し，筋道を立てて考え，小数倍の

長さの求め方を言葉や式を用いて記述できる。 

   本校 35.1％ 広島県 34.9％ 
情報をもとにして，数値を適切に使いながら説明をす

る力に課題がある。  

（２）学年 小学校 第６学年 

（３）教科及び単元について 

① 単元名 比例と反比例 

②  単元の目標  

・２つの量の関係を比例や反比例の定義や性質を使ってとら

えたり，表やグラフから２量の関係を考察したりすること

ができる。 

・表やグラフから数量を読んだり，比例や反比例の関係を表

やグラフに表したりすることができる。 

・比例や反比例の定義や性質を理解し，その関係を表やグラ

フに表す方法を理解することができる。 

心情を理解するために必要な情報を読み取ることで，登
場人物の心情理解に役立てる。           （国語科） 

問われていることは何か正しく把握し，手がかりとなる
大切な言葉を抽出し文章を読み取らせ，問われていること
について的確に書くことを指導する。    （国語科）               



 

別紙様式１－１ 学力向上総合対策事業 

③  単元の展開（指導計画）（全１８時間） 
・比例          （６時間） 

・比例のグラフ      （２時間） 

・比例の性質を使って   （４時間）【本時４/４】 

・反比例         （４時間） 

・確かめ・まとめ     （２時間） 

（４）重点項目との関連 

 

 

 

  ① フラッシュカードを使うことで，算数用語や比例の

意味を繰り返し復習して定着を図る。 

② グループ学習やペア学習をすることで，考えを交流

し，深めることで，情報をもとに筋道を立てて考える

ことができるようにする。 

③ 問題を読み，見通す中で，使えそうな情報を確認す

ることで，情報を整理していく。 

（５）授業の様子（児童の変容） 

① 算数用語フラッシュカードを使うことで，用語の意味

や基本の式などを定着することができた。 

② 既習事項を活用して問題を解こうとする姿勢が見ら

れ，見通しをもって問題に取り組むことができるよう

になった。 

 ③ 表や式を使いながら自分の考えを書いたり，説明し

たりすることができるようになってきた。また，自分

の言葉で学習のまとめを表現できるようになってきた。 

 ④ 適用問題を全員の児童が行うことができ，ふり返り

にも児童の達成感が多く書かれていた。 

（６）検証 

   問題：棒グラフから本全体に対する絵本の割合は，4月と6

月を比べると，どのようなことが言えますか。 

  ・正答率：29％ 
授業とは少し違うタイプの問題を設定した。多くの児童

が，資料から情報を整理して，グラフをもとに式や算数の

言葉を使って説明しようとしている。そのため無解答の児

童は1人だった。また，2つの量を比べて比較することもで

き始めていた。しかし，グラフを読み，数値を求め，整理

して使う際に割合との関わりで考える場合にそれらを整理

する力が不足していることがわかった。今後は，グラフと

割合を関わらせて問題を解く指導も取り入れていきたい。 

  中学校数学科 

（１）指導上の課題 

  平成25年度「基礎・基本定着状況調査」問題 ２（２） 

  整数の範囲が正の数だけではなく，負の数まで拡張して

いることを理解し，それを具体的な数で考察し，表現する

ことができる。 

本校 66.3％ 広島県  65.8％ 
 ・正の数だけでなく，負の数の必要性を考えさせ，数の範

囲が拡張したことを加法や減法などを通して，正しく理

解させることができていなかった。 

・具体的な演算で，正の数と負の数を用いて，その演算

の仕組み，数についての概念などを，筋道立てて，論

理的に説明させる指導が不十分であった。 

（２）学年 中学校 第１学年 

（３）教科及び単元について 

① 単元名 数の集合と四則 
② 単元の目標  

・数の集合の包摂関係を，四則計算の可能性と関連付けて考

えることができる。 

・数の集合の包摂関係を図で表すことができる。 

・数の集合の包摂関係を理解している。 

・自然数，整数，分数や小数を含んだ数の集合における四則

計算の可能性を理解している。 

③ 単元の展開（指導計画）(全25時間) 
・導入（1時間） 

・符号のついた数（１時間） 

・数の大小（２時間） 

・確かめよう（１時間） 

・加法（３時間） 

・減法（２時間） 

・加法と減法の混じった計算（３時間） 

・乗法（４時間） 

・除法（２時間） 

・四則の混じった計算（２時間） 

・正の数・負の数の活用（１時間） 

・数の集合と四則（１時間）【本時】 

・確かめよう（１時間） 

・1章のまとめと問題（１時間） 

（４） 重点項目との関連 

 

 

①  これまで学習してきた数を，数の集合としてとらえ，
それらの関係を図示することで，数の世界がさらに

拡張されたことを理解させる。 

②  ペア学習やグループ学習を取り入れ，考えを交流し
たり，全体へ説明したりする時間を持つ。 

（５）授業の様子（生徒の変容） 

① 個→４人班→全体の流れで考えさせたため，自分の考え

を持って交流することができ，理解が深まった。 

② ４人班で活動する際に，ホワイトボードを用いたことで
４人班で積極的に意見を交流することができた。 

③ 「自然数どうしの四則の結果が自然数になるか」を考え
たあと，「整数どうしの四則の結果が整数になるか」を考

えさせたが，何を考えるのか理解していない生徒がいた。

発問を端的に分かりやすくする必要がある。 

 （６）検証 

  問題：正しくない命題について，理由をあげて説明するこ

とができる。 

・正答率67.4％だった。この結果から，数の範囲を負の

数まで拡張して計算を考えられるようになったと言え

る。しかし，解答の内容を見ると，具体的な数のみ記

述し，文章が書けていないものがあったことから，筋

道立てて論理的に説明する能力が欠けている。よって，

教員の解説はもちろん，モデルとなるような生徒の説

明を取り上げることで，普段の授業から説明させてい

く場面をもっと増やしていくことが必要であると考え

る。 

小学校理科 

（１）指導上の課題 

   平成25年度「基礎・基本」定着状況調査 ７  

温度による水の変化を正しく理解して，理科の言葉を

使って表現することができる。 

熊野第三小 32.7％ 広島県 46.5％ 
  ・授業で行う実験の方法と経過と結果について，くわしく理

式，図，表，グラフ，数学用語を使って考えて表現し説明
することができるように指導する。       (数学科) 

 

具体物の操作，図，記号，表，グラフ，算数用語を使っ
て考えて表現し説明することができるように指導する。 
                                       (算数科) 
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科用語を使いながらまとめることが不十分であった。また，

絵でまとめたり，友達に説明したりして理科用語を正しく

使ってまとめることが不十分であった。 

（２）学年 小学校第６学年 

（３）教科及び単元について 

① 単元名 ものが燃えるとき 
②  単元の目標  
・空気の入れかわりがあると，ものが燃え続けることを

見いだし，自分の考えを表現している。 

・酸素にはものを燃やすはたらきがあり，窒素や二酸化

炭素にはものを燃やすはたらきがないと考え，自分の

考えを表現している。 

・空き缶や木切れなどを使って，植物体の燃焼のようす

について調べている。 

・ものの燃え方と空気の流れを計画的に調べ，結果を記

録している。 

・気体検知管や石灰水などを使って，ものが燃える前後

の空気の変化について調べ，結果を記録している。 

・ろうそくや木などの植物体が燃えると，空気中の酸素

が使われ二酸化炭素ができることや，木などが燃えた

後には灰が残ることを理解している。 

③ 単元の展開（指導計画）（全９時間） 

・酸素の中でもの燃え方を調べ，酸素のはたらきにつ

いて考える。【本時】 

（４）重点項目との関連 

 

 

 

① 理科用語を正しく使い分けるために，理科で出てきた

言葉を常時教室に掲示する。また，授業の始めにそれら

を使ってふり返りを行う。 

② 実験をする際には，実験方法の指導だけでなく，必ず

ふり返りやまとめを行うとともに，実験や結果について

の説明をペアでおこない，自分の言葉で説明する活動を

取り入れる。 

（５）授業の様子（児童の変容） 

①  フラッシュカードを活用することで，前時までの学

習を全員で復習することができ，本時で用いる理科用

語の確認にもなった。 

② 小さいワークシートとノートを併用することで，予

想の時間を短縮したり実験結果をきちんと書いたりす

ることができ，考察の時間確保につながり，しっかり

考えることができた。 

③ まとめ方をパターン化したことによって，Cの児童

への手立てとなったが，実験のときの見るポイントを

もっと明確にしておく方がよかった。 

（６）検証 

問題：空気中の気体の体積の割合を問う問題と，物を燃

やすはたらきのある気体の性質を問う問題。 

・正答率 １①89.7％②89.7％２(1)①100％②96.1％
(2)100％ 

・「酸素中ではものが激しく燃える」という説明や，物

を燃やす性質のある気体は酸素であることは，100％
の児童が正解することができ，成果が見られた。 

・空気の成分の5分の４の割合をしめる「窒素」は，児

童にとって身近ではないため，定着が難しく，繰り返

し学習していく必要がある。 

中学校理科 

（１）指導上の課題 

 平成26年度「基礎・基本」定着状況調査理科【７】（２） 

観察結果から差異点や共通点に気付いたり比較したりし

て，音の高さを決める要因を見いだすことができる。 

本校 34.0％ 広島県 39.7％ 
・実験結果を基に，個人思考を基に考察を書かせたり，討議

させたりする指導が十分にできていない。 

・実験を行う際，実験の目的を意識させることや，課題を把

握させることが不十分であり，実験結果から何が分かるか

ということを考えさせることができていない。 

・実験・観察の結果からいえることと，そうでないものを区

別させる指導が十分にできていない。 

（２）学年 中学校 第１学年 

（３）教科及び単元について 

①  単元名 身の回りの現象（物質の姿と状態変化） 
②  単元の目標  

・身の回りの物質についての観察，実験を通して，固体や液体，

気体の性質，物質の状態変化について理解させるとともに，

物質の性質や変化の調べ方の基礎を身に付けさせる。 

・物質の状態変化についての観察，実験を行い，状態変化によ

って物質の体積は変化するが質量は変化しないことを理解さ

せる。 

・物質の状態が変化するときの温度の測定を行い，物質は融点

や沸点を境に状態が変化することや沸点の違いによって物質

の分離ができることを理解させる。 

  ③ 単元の展開（全11時間） 

   ・状態変化について知る（１時間） 

・状態変化と，質量・体積の変化の関係を考察する。

（２時間） 

・物質の三態や状態変化の様子を，粒子のモデルを使っ

て表し，説明する。（１時間） 

・水を加熱し温度変化を記録する実験を行い，実験結果

をグラフにする方法を学ぶ。（１時間） 

・水の温度変化のグラフから，物質が状態変化している

とき，温度が一定で変化しないことを考察する。（１

時間） 

・エタノールを加熱し温度変化をグラフにする実験を行

い，実験結果からエタノールの沸点を見いだす。（２

時間）【本時１／２】 

・物質によって沸点・融点の値が決まっていることを学

ぶ。（１時間） 

・これまでの学習内容を活用し，混合物から純粋な物質

を取り出す方法を考える。（１時間） 

・赤ワインを蒸留する実験を行い，沸点の違いを利用し

て，混合物から純粋な物質を取り出すことができるこ

とを確認する。（２時間） 

（４）重点項目との関連 

 

 

・結果を分析・解釈する段階において，観察，実験の目的に

関連付けて考えさせ，実験結果を根拠にして表現する活動

を重視し，科学的な思考力の育成を図る。 

（５）授業の様子（生徒の変容） 

  ① 実験結果を正しくグラフにすることは以前から大きな課

題であった。今回，エタノールの実験を行う前に水を利用

して同様の実験を行うことで，グラフの作成の仕方につい

て時間をかけて指導をおこなった。これにより，本時にお

いては，スムーズにグラフの作成に取り組むことができた。 

目的意識をもって，実験・観察を行い，予想を立てながら
結果を分析し，論理的に説明することができる。 （理科） 

実験結果を表やグラフ等に整理し，予想と照らし合わせ
結果を引用して結論を表すことができる。  〈理科〉 
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  ② 「実験結果のどの部分に注目すればエタノールの沸点を

見いだすことができるのか」という観察の視点を明らかに

してから実験に取り組ませた。このように，観察の視点を

明らかにしたことで，実験結果を根拠としてエタノールの

沸点を見いだすことができた。 

（６）検証 

問題：エタノールを加熱し温度変化を記録した実験を問題とし，

実験結果を基にグラフを作成させ，沸点を見いださせる。 

・今回の学習を通して，実験結果を正しく基に正しくグラ

フを作成し，沸点を見いだすことができる検証問題の通

過率が78.4％であり，一定の成果があったと考える。目
的意識を持たせることに加え，実験，観察の視点を明確

に与えることが「予想をたてる」「結果を分析する」「論

理的に説明する」ことにつながっていくと考えられる。 

小学校外国語活動 

（１）指導上の課題 

  高学年になり，恥ずかしさや自信のなさから，声が小さくな

ったり，みんなの前では言えなくなったりする。 

  児童が，積極的に表現するような必然性や興味付けが十分で

はない。また，相手意識をもたせる指導が不十分である。 

（２）学年 小学校 第５学年 

（３）教科及び単元について 

① 単元名 What do you like? 
② 単元の目標  
・好きなものについて，積極的に尋ねたり答えたりしよう

とする。 

・色や形，好きなものは何かを尋ねる表現に慣れ親しむ。 

・日本語の中の外来語と英語の音やリズムの違いに気付く。 

③ 単元の展開（指導計画） （４時間） 

 ・色や形の言い方を知り，日本語と外国語の音の違いに気

付く。 

・色や形の言い方に親しみ，好きなものは何かを尋ねる表

現を知る。 

 ・色や形の言い方や好きなものを尋ねる表現に慣れ親しむ。 

 ・好きなものについて，積極的に尋ねたり答えたりしよう

とする。【本時】 

（４） 重点項目との関連 

 

 

 

① 将来，音と文字が結びつくように，文字や単語を「さり
げなく」提示する。 

② 絵や実物，身体表現等を使って「What～do you like
 ?」 「I like～.」を繰り返し練習させる。 

③ ペアや4人班を活用することで，学習意欲を持たせたり，
相手意識を持たせたりする。 

（５）授業の様子（児童の変容） 

  ① ゲームやクイズなどで何度も“What ～ do you like?”
の言い方に触れることができたため，児童は好きなもの

を尋ねる表現に慣れ親しむことができた。 
  ② ピクチャーカードやDVD,身体表現等を使うことで，英

語に抵抗のある児童の意欲を高めることができた。 
  ③ ペアやグループで活動を楽しみ，積極的に会話をするこ

とができた。ALTやゲストティーチャー（中学校英語教
諭）とも進んで会話をしようとする児童が見られた。 

 

（６）検証 

 ・「友だちと英語で会話をすることは好きだ」と肯定的に答え

た児童が増えてきた。引き続き，児童が外国語活動を楽しめ

るように指導方法を工夫していく。 

▼外国語活動 児童アンケートより 
学校名 ４月 10月 

熊野第一小学校 ５学年/６学年 74.4 /  81.3 93.7 /  71.3 
熊野第三小学校 ５学年/６学年 86.5  /  71.9 75.7  /  84.2 

中学校外国語科 

（１）指導上の課題 

平成26年度1学期期末試験の通過率 

You are Ms. Wood. （疑問文にしなさい。） 
正しい語順を用いて，be 動詞の疑問文を構成する知識

を身に付けている。（本校82.1%） 
・be動詞と一般動詞の疑問文の作り方が混在している。 

・What do you～？を学習したため，この英文とbe動詞が混
在している。 

（２）学年 中学校 第１学年 

（３）教科及び単元（題材）について 

① 単元（題材）名 

  Program5 
国際フードフェスティバル 

② 単元（題材）の目標  

・上手くかけないところがあっても知っている表現を使って

書き続ける。 

・自分が好きな有名人や先生・友だち等についての紹介文を

３文で書く。 

例：This is Ichiro.  He is a baseball player.  He is cool. 
・気持ちや状況を表現できるように音読する。 

・This is～. That is～.の文構造を理解する。 
・疑問詞Whereを用いた疑問文の構造を理解する。 
・He (She)…の文構造を理解する。 
③ 指導計画（全７時間） 

・This /That is～の用法を理解する。（１時間） 
・P51の本文を理解して音読をする。（１時間）【本時】 
・whereの疑問文とその答え方を理解する。（１時間） 
・P53の本文を理解して音読をする。（１時間） 
・he / sheの用法を理解する。（１時間） 
・P54の本文を理解して音読をする。（１時間） 
・自分が好きな有名人や友だち等についての紹介文を３文で

書き，４人班で読み合う。（１時間） 

（４）重点項目との関連 

 

 

 

 

（５）授業の様子（児童生徒の変容） 

   ・体を使ってbe動詞の練習（疑問文・否定文）をさせたり，

ペアで自分たちの身の回りの物を使ってthis/thatを使った
疑問文を練習させたりしたため，be動詞が定着してきた。 

  ・読み取りの観点を与えて，本文の内容の理解を個人及び４

人班で考えさせたため，読み取ろうとする意欲が見られた。 

（６）検証（評価問題も含む） 

    
        
 
 

英語の文法事項を丁寧に指導し，英語を話したり書い
たりする活動を行なう中で，コミュニケーション能力の
基礎を育成する。そして，特に，つながりのある文章を
書けるように指導する。（英語科） 

 

次の会話文の〔 〕内の語を並べ替えて，会話文を完成さ

せなさい。 

A：Yuki, 〔 your / this / is 〕bike? 
   B：Yes, it is.  I use it every day. 

A：Oh, I see. 

「話すこと」「聞くこと」を中心に活動させ，積極的に
コミュニケーションを行おうとする素地を育成する。 

（外国語活動） 
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・正答率17.7％だった。英文全体を見ずに，[ ]内のみ見て
答えた生徒が多かったため，疑問文になっていなかった。

また，「Yuki, 」に気づかず，Isが大文字になっていた。 
・be 動詞の疑問文・否定文の作り方を再度指導する。 

 

５ 研究の成果と課題等   

（１）成果 

 ① 教科指導 

・「通過率60％以上の児童の割合85％以上」という県の目標
は，両小学校ともH26「基礎・基本」定着状況調査におい

て，国語全体，国語タイプⅠ，算数全体，算数タイプⅠ，

理科で達成できた。30％未満の児童も徐々 に減ってきた。

また，通過率30％未満の児童を0に近づけるという目標は，
徐々 に達成されつつある。 

・「通過率60％以上の生徒の割合85％以上」という目標は，
中学校のH26「基礎・基本」定着状況調査において，国語

全体，国語タイプⅠ，数学タイプⅠ，英語タイプⅠで達

成できた。また，通過率30％未満の生徒を0に近づけると
いう目標は，徐々 に達成されつつある。 

・小中学校とも，活用問題の記述の質が全体的に高まった。 

・平成23年度，県の指定を受ける前は，「月～日の勉強時間

30分未満」の中学校の生徒数は，非常に多かった。１月

に実施した生徒質問紙では，「家庭で勉強する時間30分未

満」と回答している中学校の生徒は，県平均を下回って

いる。 

▼熊野中学校質問紙より「家庭で勉強する時間」(%) 

項目 
H23  
6月2年 

H27 1月 H26 
県 １年 ２年 ３年 

月～金の勉強時

間30分未満 
44.1 6.1 7.2 1.1 21.7 

土日祝日の勉強

時間30分未満 
31.5 4.9 19.6 4.4 25.6 

・「自分で勉強の計画を立てている」の項目において，肯定

的に答えた中学校の生徒は，県平均を上回っている。  

▼熊野中学校質問紙より(%)  

項目 
H23  
6月2年 

H27 1月 H26 
県 １年 ２年 ３年 

自分で勉強の計

画を立ててい

る。 

38.7 72.8 79.4 88.2 52.6 

・ほとんどの教員が熊野授業スタイルに基づいて授業を行う

ようになっている。小中学校ともペアやグループを活用す

る場を取り入れている教員も増えてきた。 

▼教員アンケートより(%) 

アンケート項目 
H24 ４月 H27 １月 
小 中 小 中 

「めあて」や「目標」を板書
している。 

97.5 100 100 100 
児童生徒が考える時間を設定
している。 

71.0 41.2 94.0 100 
児童生徒が自分の考えをみん
なの前で発表する場を設定し
ている。 

95.0 35.3 97.4 100 

児童生徒がペアや班で活動す
る場を取り入れている。 

67.6 58.5 91.4 92.3 
ノートの書き方を指導してい
る。 

68.3 52.9 94.6 100 

② 生徒指導            

・小中学校とも，朝読書・無言清掃・無言移動に取り組んだ 

 ため，落ち着いた学習環境が整ってきた。 

・中学校１年生は，４月からPPG，４秒礼や無言清掃等が
よくできており，中学校生活にスムーズに対応することが

できた。また，授業中やHRにおいても，大変落ち着いてお

り，教師や友だちの話もよく聞くことができる。生徒質問

紙においても，学習意欲や自己効力感が非常に高い。 

▼熊野中学校第１学年生徒質問紙より １月 (%) 

項目 第1学年 H26県 
国語の勉強は好きだ 86.4 65.2 
数学の勉強は好きだ 72.8 62.9 
理科の勉強は好きだ 82.7 64.9 
英語の勉強は好きだ 84.0 65.3 
国語の授業はよく分かる 95.1 77.6 
数学の授業はよく分かる 82.7 72.7 
理科の授業はよく分かる 87.7 66.9 
英語の授業はよく分かる 85.2 69.7 
自分の考えと他の人の考えを比較しなが
らいつも聞いている。 

84.0 70.0 
相手や目的に応じた話し方をしている。 91.4 86.1 
分からないことはそのまませず，分かる
まで努力する。 

88.9 69.2 
学習を最後までやりとげて，うれしかっ
たことがある。 

93.8 86.5 
「もっと力をつけたい」,「分かるよう
になりたい」から勉強している 

85.2 74.3 
自分には，よいところがある 72.8 65.3 
努力すれば，自分もたいていのことはで
きると思う 

85.2 79.1 

・「やりなさい」と言われるから学習をする児童は，減って

きた。    

▼「やりなさい」と言われるから勉強している児童（%） 

 
H23 
6月5年 

H27 1月 H26県 
５年 ６年 

第一小学校 32.6 20.5 19.2 31.3 
第三小学校 30.1 8.6 17.5 
 

（２）課題 

  ① 教科指導            

・小中学校とも，全国学力・学習状況調査のB問題に課題が
ある。 

・小学校国語においては，昨年度同様，読み取りに課題が

見られた。また，自分の考えを書くことはできているが，

問題文に示されたすべての条件を満たすことができてい

ない。熊野第三小学校では，故事成語ができていなかっ

た。算数においては，昨年度と比較して無解答が減って

きた。論理的思考力はついているが，表現力にまだ課題

がある。 

・中学校国語においては，正確に読み取れていない。根拠

を添えて書くという訓練から，たくさんの情報を正確に

読み取る指導をしていかなければならない。数学におい

ては，問題を読み取る力をつけていく必要がある。また，

πやrという文字が書けなかった。国語では，「半径」と

いう漢字が書けていなかった。小中連携も大切だが，横

の連携も必要である。 

・ペアやグループ活動を行っているが，話し合うスキルの

指導が十分でないため，目標の達成につながる効果的な

話し合いとなっていない。 

・家庭学習時間が学年目標に達していない児童生徒がいる。 

② 生徒指導 
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・少しずつ返事や発表の声が大きくなっているが，まだ十

分ではない。 

（３）今後の改善方策等 

  ① 教科指導 

・話し合いの方法や役割等をより具体的に指導していく必要

がある。 

・家庭学習の取組時間が学年目標に達するように，小中学校

とも連絡帳に宿題と家庭で実施した時間を書かせ，教師

がチェックを行い指導する。 

② 生徒指導 
・返事や発表の声が大きくなるように，普段の授業から指導

をする。また，児童生徒が自信をもって発表できるよう

に授業内容を工夫したり，できた時にはしっかり評価を

したりする。 

 

６ 学力に関する状況 

（１） 平成26年度「基礎・基本」定着状況調査通過率及び平成

26年度調査問題（12月実施）の通過率 

●小学校 国語 第５学年 (%) 

 基礎・基本 調査問題 H26 県 

第一小 

全体 77.7 73.6 71.8 
Ⅰ 79.3 74.1 73.9 
Ⅱ 70.5 71.2 62.2 

第三小 

全体 76.5 85.5 71.8 
Ⅰ 76.3 84.9 73.9 
Ⅱ 77.1 87.9 62.2 

 

●小学校 算数 第５学年 (%) 

 基礎・基本 調査問題 H26 県 

第一小 

全体 84.3 87.6 78.0 
Ⅰ 86.1 88.6 79.7 
Ⅱ 76.0 82.7 69.8 

第三小 

全体 84.5 92.7 78.0 
Ⅰ 86.6 92.6 79.7 
Ⅱ 74.3 92.9 69.8 

 

●小学校 理科 第５学年 (%) 

 基礎・基本 調査問題 H26 県 
熊野第一小学校 79.8 82.3 70.6 
熊野第三小学校 74.3 91.7 
 

●小学校 国語 第６学年 (%) 

 全国 
調査 

問題 
H26 県 H26 全国 

第一小 
Ａ 75.4 78.7 75.9 72.9 
Ｂ 58.7 55.6 58.3 55.5 

第三小 
Ａ 67.5 86.3 75.9 72.9 
Ｂ 55.1 73.0 58.3 55.5 

 

●小学校 算数 第６学年 (%) 

 全国 
調査 

問題 
H26 県 H26 全国 

第一小 
Ａ 80.6 79.1 80.7 78.1 
Ｂ 59.4 53.5 60.1 58.2 

第三小 
Ａ 82.8 85.2 80.7 78.1 
Ｂ 60.2 74.6 60.1 58.2 

 

●小学校理科 第６学年 (%) 

 全国 調査問題 H26 全国 
熊野第一小学校  70.5  
熊野第三小学校  82.5 
 

●熊野中学校 第２学年 (%) 

教科名 基礎・基本 調査問題 H26 県 

国語 

全体 82.5 
77.8 

73.7 
Ⅰ 81.9 73.8 
Ⅱ 85.1 73.5 

数学 

全体 77.2 67.1 70.2 
Ⅰ 80.0 67.6 73.9 
Ⅱ 63.7 65.0 52.7 

理科  67.7 60.8 55 

英語 

全体 76.8 77.4 68.2 
Ⅰ 81.8 77.3 72.5 
Ⅱ 57.5 78.1 51.8 

 

●熊野中学校 第３学年 (%) 

教科名 全国 調査問題 H26 県 H26 全国 

国語 
Ａ 83.3 76.4 80.1 79.4 
Ｂ 54.9 50.9 51.0 

数学 
Ａ 74.9 63.4 68.4 67.4 
Ｂ 63.8 60.5 59.8 

理科 全体  56.8   
英語 全体  65.6   
 

（２）60％以上の児童生徒の割合 

●小学校 国語 第５学年 (%) 

 基礎・基本 調査問題 H26 県 
第

一

小 

全 92.3 78.2 

81.4 

Ⅰ 96.2 84.6 
Ⅱ 67.9 65.4 

第

三

小 

全 94.2  94.2 
Ⅰ 91.4  97.1 
Ⅱ 77.1  85.7 

 

●小学校 算数 第５学年 (%) 

 基礎・基本 調査問題 H26 県 
第

一

小 

全 93.6 98.7 

85.0 

Ⅰ 94.9 98.7 
Ⅱ 69.2 82.1 

第

三

小 

全 94.2  97.1 
Ⅰ 97.1  97.1 
Ⅱ 80.0  94.2 

 

●小学校 理科 第５学年 (%) 

 基礎・基本 調査問題 H26 県 
第一小 89.7 89.7 82.8 
第三小 85.7 100 
 

●小学校 国語 第６学年 (%) 

 全国 調査問題 H26 県 

第一小 
Ａ 86.1 92.2 83.4 
Ｂ 48.1 57.1 58.0 

第三小 
Ａ 77.2 100 83.4 
Ｂ 52.6 73.7 58.0 
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●小学校 算数 第６学年 (%) 

 全国 調査問題 H26 県 

第一小 
Ａ 89.9 84.4 85.3 
Ｂ 51.9 42.9 56.7 

第三小 
Ａ 91.2 91.2 85.3 
Ｂ 54.4 78.9 56.7 

 

●小学校 理科 第６学年 (%) 

 全国 調査問題 H26 県 
熊野第一小学校  74.0 

 
熊野第三小学校  91.2 
 

●熊野中学校 第２学年 (%) 

教科名 基礎・基本 調査問題 H26 県 

国語 
全体 93.4  

85.7 77.8 Ⅰ 91.5  
Ⅱ 83.0  

数学 
全体 83.0  68.6 

75.8 Ⅰ 88.7  66.7 
Ⅱ 55.7  56.1 

理科  75.5  57.1 48.0 

英語 
全体 84.0  80 

73.7 Ⅰ 88.7  80 
Ⅱ 51.9  80 

 
●熊野中学校 第３学年 (%) 

教科名 全国 調査問題 H26 県 

国語 
Ａ 60.2 88.2 86.5 
Ｂ 40.8 38.2 

数学 
Ａ 78.6 56.4 68.4 
Ｂ 63.3 59.8 

理科 全体  46.8  
英語 全体  61.7  
 

（３）30％未満の児童生徒の割合 

●小学校 国語 第５学年 (%) 

 基礎・基本 調査問題 H26 県 
第

一

小 

全体 0 0 

2.9 

Ⅰ 0 0 
Ⅱ 12.8 12.8 

第

三

小 

全体 0  0 
Ⅰ 0  0 
Ⅱ 2.8  5.7 

 

●小学校 算数 第５学年 (%) 

 基礎・基本 調査問題 H26 県 
第

一

小 

全体 0 0 

1.8 

Ⅰ 0 0 
Ⅱ 10.3 2.6 

第

三

小 

全体 0  0 
Ⅰ 0  0 
Ⅱ 11.4  0 

 

●小学校 理科 第５学年 (%) 

 基礎・基本 調査問題 H26 県 
第一小 0 0 2.9 
第三小 2.8 0 

●小学校 国語 第６学年 (%) 

 全国 調査問題 H26 県 

第一小 
Ａ 2.5 5.2 3.0 
Ｂ 17.7 16.9 10.4 

第三小 
Ａ 5.3 0 3.0 
Ｂ 10.5 5.3 10.4 

 

●小学校 算数 第６学年 (%) 

 全国 調査問題 H26 県 

第一小 
Ａ 0 3.9 1.7 
Ｂ 6.3 16.9 12.1 

第三小 
Ａ 0 0 1.7 
Ｂ 10.5 1.8 12.1 

 

●小学校 理科 第６学年 (%) 

 全国 調査問題 H26 県 
熊野第一小学校  3.9 

 
熊野第三小学校  0 
 

●熊野中学校 第２学年 (%) 

教科名 基礎・基本 調査問題 H26 県 

国語 

全体 93.4  
0 2.0 Ⅰ 91.5  

Ⅱ 83.0  

数学 

全体 83.0  2.9 
4.7 Ⅰ 88.7  2.9 

Ⅱ 55.7  20.0 
理科  75.5  7.6 10.2 

英語 

全体 84.0  9.5 
4.2 Ⅰ 88.7  9.5 

Ⅱ 51.9  12.4 
 

●第３学年 第３学年 (%) 

教科名 全国 調査問題 H26 県 

国語 
Ａ 0 0 2.1 
Ｂ 12.2 21.6 

数学 
Ａ 2.0 6.4 7.7 
Ｂ 1.0 15.6 

理科 全体  7.4  
英語 全体  4.3  
 

７ 生徒指導に関する状況 

 暴力行為発生件数 不登校児童生徒数 

熊野第一小学校 0 0 
熊野第三小学校 0 0 
熊野中学校 1 11 
 


