
 別紙様式１－１ 学力向上総合対策事業 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：世羅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    世羅町立世羅中学校世羅町立世羅中学校世羅町立世羅中学校世羅町立世羅中学校    8888    222222222222    世羅町立世羅小学校世羅町立世羅小学校世羅町立世羅小学校世羅町立世羅小学校    15151515    379379379379    （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    平成23年度「基礎・基本」定着状況調査等の結果から，国語科では「読むこと」，算数・数学科では「資料の活用・数量関係」に課題があること，思考力や表現力を問う問題の無回答率が高いこと（○中国語23.7％，数学17.1％）など，児童生徒間に学力の二極化を捉えた。また，中学校が行った生徒意識調査から要約・構成及び主体的に発表することに課題があると捉えた。  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    ②研究仮説     （２）取組の重点項目  【教科指導・生徒指導】 ①すべについて 本中学校区では，すべを「思考や表現における技術の中で，汎用性の高いもの」と定義し，教科共通のすべを８項目設定した。また，発達段階に応じて習得させることとした。                 
  ②「書く活動」について    「書く活動」は，考えを整理したり，表現を組み立てたりする等，思考と表現の橋渡しをする役割として位置づけた。  【授業づくりの基盤】 本中学校区では自分の考えや疑問点を安心して学級の中で表現できることが大切であると考え，学級集団の育成が授業づくりの基盤であると捉えた。また，最終年度は２年目の課題をふまえ，小集団活動に重点をおいて取り組んだ。小学校

ではペア学習，中学校では３～４人もしくは生活班の活動を仕組み，全員が授業のどこかで発言できるようにした。  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】 【世羅小学校：算数】 （１）「基礎・基本」定着状況調査結果からの課題 《課題》  （２）授業実践事例 第４学年：「式と計算の順じょ」 ① 本時の目標 個数を求める式の形に着目し，式の表す意味を図や式，言葉を使って説明することができる。 ② 本時の学習展開    つかむ    ○問題を読み，題意をつかむ 。 ※課題提示の工夫   （課題提示を工夫した問題）           ○めあてを確認する。 「図と式をつないで説明しよう。」  考える・深める ○〔個人思考〕「６×２＋６×３」の式と結びつく図を見つけ，そう考えた理由を考える。 ※「○のいくつ分」の考えを使う。…思考のすべ（視点） ○〔集団思考〕考えを ペアで交流し合う。 全体で発表する。  確かめる   ○〔個人思考〕適用問 題を解く。→○あと○うの 図を式に表しましょう。   まとめる   ○練習問題をして，本時のまとめをする。 （３）検証 適用問題（期待正答率90％）による検証。  《結果》   ○図を正しく式に表すことができた児童の割合 →92％   ○誤答の割合 →8％    ○無回答の割合 → 0％ （４）成果と課題  《成果》 課題提示の工夫を行い，思考のすべを活用させることで，図の表し方を理解し，正しく式に表すことができた。 加えて，集団思考の場面では，ペア活動を取り入れることで，児童の理解を深めることができた。  《課題》    誤答の児童は，「○のいくつ分」の理解が不十分で，式と図をつなぐことができていなかった。考えを説明する場面では，式の意味というよりも図の説明をする児童がいた。問題解決に式と図を結びつけながら考える学習活動を取り入れ指導の改善を図っていく必要がある。 【世羅中学校：英語】 （１）「基礎・基本」定着状況調査結果からの課題 

主体的に課題解決を図る児童生徒の育成 ～「書く活動」の工夫を通して思考力・表現力を培う～「小中学校授業モデル」に沿った授業展開の中で，「書く活動」を取り入れ，思考・表現のすべを習得すれば，児童生徒は自らのすべを活用し，課題解決を図ろうとするであろう。 

・自分の考えを言葉や式を用いて記述する力。 

 
[問] 黒石と白石をあわせた数を，いろいろな考え方で求めました。  次の式は，どの図で考えたものですか。  ６×２＋６×３   （２＋３）×６  ２×６＋３×６    （２つの式を削除）  児童に自分の考えを持たせるために，問題を焦点化して提示した。  



 別紙様式１－１ 学力向上総合対策事業 《課題》    （２）授業実践事例 第３学年：「Program 2 Volcanoes in Japan」 ① 本時の目標  現在完了形の継続・経験用法等を用い，世界遺産について書くことができる。 ② 本時の学習展開   既習知識の確認   ○Ｑ＆Ａ，チャンツを行い既習事項の英語表現を覚える。   課題設定 ○本時のめあてを知る。「現在完了形を用いて，日本の世界遺産の紹介文を書くことができる。」    ○ＡＬＴのモデル文の良いところを探す。       個人思考    ○ＡＬＴに紹介する文を書く。（下書き）    ※世界遺産について複数の視点から特徴を調べ，伝えたいことを整理する。…思考のすべ（特徴）    ※「書く活動」では，現在完了形の継続・経験用法等を用い，世界遺産について説明文を書く。   集団思考   ○グループ（３～４人）でそれぞれの下書きの工夫点を評価    し，修正箇所や更に工夫できる点について考える。    ※読み手に伝わる紹介文にするため，わかりやすい順序で文章構成する。…表現のすべ（構成）    …授業づくりの基盤（教え合い・学び合う学級）       個人思考   ○小集団活動での意見をもとに，間違いを直したり，更に相    手に伝わる表現を工夫したりしながら推敲する。（清書）    ※「書く活動」では，グループ内の他の生徒の良いところを，積極的に取り入れて，推敲する。    まとめ   ○聞き手に正しく伝わる文章になったことを確認する。  （３）検証 本校作成調査問題（期待正答率75％）を実施した。          《結果》   ○正答 → 82.8 ％ ○誤答 → 12.5 ％  ○無回答 → 4.7％  

（４）成果と課題  《成果》 小集団での学習により，生徒の書く意欲が高まり，思考のすべ（特徴）を使うことで複数の視点で考えることができ，無回答率が下がった。  《課題》 誤答の生徒には，単語の綴り，動詞の変化，主語をＩにする誤りが見られた。主語や時制の変化に応じて，正しく動詞を変化させることができるよう，書いた文を見直し，誤答に気づき，訂正できるまでの力を身に付けさせる必要がある。 【世羅中学校・国語科】 （１）平成２５年度学力向上総合対策事業第２学年調査問題結果，平成２６年度「基礎・基本」 定着状況調査からの課題 《課題》       《指導改善のポイント》     （２）授業実践事例 第２学年：「 新しい短歌のために    」 ① 本時の目標  短歌に使われている言葉を考えることで，短歌の表現の仕方について読み取り，意見と根拠の関係に注意し，自分の考えを明確に書くことができる。 ② 本時の学習展開    課題設定     ○本時のめあてを確認する。 「短歌の言葉を考えよう。」    習得・確認     ○表現の仕方に着目することで，書き手の目的や意図が読み取れることを確認する。    個人思考    ○短歌の空欄部分に入るべき言葉を考える。 
 
 
 
 ※短歌を部分的に空欄にし，当てはまる言葉を考えることに集中させる。…思考のすべ（視点）    集団思考    ○グループ（４人）で意見を交流し，話し合わせ，考えを一つにまとめる。    ・自分が考えた言葉をグループ内で発表する。 ・他の人の考えを聞く。 ・グループで自分たちが考えた言葉を入れることで短歌がどうなるのかを考え，理由付けとする。 ※考えた言葉を空欄に入れることで，心情や情景がどのように表現されるかを考えさせる。…思考のすべ（視点）   ○学級全体で意見を交流する。各グループで考えた言葉を理由付けて発表する。    ※他の考えと比較させることで，他の考えからも気づきを持たせる。…思考のすべ（比較） 

・正しい語順や語法を用いて文を構成する力。 ・文と文のつながりに注意して，まとまりのある文章を書く力。 

モデル文の良いところ ①代名詞や接続詞を用いて，文をつなげている。 ②世界遺産の所在地や特徴など明確に述べている。 ③自分の感想を述べている。 

チェックシートの項目 《正しさ》①単語の綴り ②主語＋動詞 ③動詞の変化   《表現》  ①代名詞 ②接続詞   ③世界遺産の特徴をとらえた詳しい説明   ④自分の感想や意見 
次の会話文は，中学生のヨウコ(Yoko)が，写真に写っている友だちのヒロ(Hiro)について，ブラウン先生(Mr. Brown)に説明したものです。メモを参考に，会話文の□にあてはまる英文を３文以上で書きなさい。 （会話文） 
Mr.Brown : Who is this boy? 
     Yoko: He is Hiro.          He is my good friend. 
 
 
Mr. Brown: Oh, really?  

メモ）ヒロについて ・東京(Tokyo)出身である。 ・１５歳である。 ・テニスが好き。 ・妹が一人いる。 ・アメリカに行きたがってい る。 

・内容や表現の特徴をとらえて読む力 ・読み取ったことと，自分の考えを関連付けて， 明確に伝わるように書く力 ・設問の意図を理解した上で，必要な条件に従って， 自分の考えを書く力 ・必然性ある言語活動を設定する。 ・根拠，自分の考え，理由を区別した表現をさせる。 （「表現のすべ（理由）」の活用） 

「いちはつの 花咲き出でて 我目には  今年ばかり の春 ゆかんとす」 



 別紙様式１－１ 学力向上総合対策事業   個人思考    ○グループ活動や意見交流をもとに，再度，短歌の空欄部分に入るべき言葉を考える。 ※短歌の空欄に入れる言葉を理由を付けて説明する。…表現 のすべ（理由付け）     まとめ    ○短歌の言葉には書き手の目的や意図があり，言葉を通してその目的や意図を考えること。 ・本時のまとめをする。 ・本時の学習について， 振り返りカードに記入させる。 （３）検証 次の評価問題を第２学年生徒（67名）に出題した。 《問題》 
 
 
 
 
 
 
 《結果》 

 （４）成果と課題 《成果》   ・本単元に限らず，授業の中で，思考のすべ「関係づけ」を活用 し，登場人物同士の関係や出来事との関係を捉えさせる活動を行ったり，「視点」を活用し，描写に着目させて文章を読ませる活動を行ったりしたことで，読み取ったことと，自分の考えとを関連付けて，明確に書く力が高まったと考える。 ・辞書の活用や文章を読み取っていく活動において，書く活動を重視し，まず個人思考の時間をしっかり確保していることが，考える習慣となり，正答率の増加と無解答率の減少につながったと考える。 《課題》 ・描写という視点がありながら，心情を捉えられず，直前の語句に反応している生徒がおり，文脈を捉えて読み取る力をつける指導が不十分である。 ・無解答の生徒や文章をそのまま抜き出すだけの生徒は，どう考え ていいのか分からなかったという状況がある。心情を捉える視 点を個々 の生徒に定着させる指導が，まだ不十分である。  【世羅中学校・理科】 （１）平成２６年度標準学力状況調査（第３学年）結果からの課題 《課題》   

《指導改善のポイント》      （２）授業実践事例 第３学年：「 化学変化とイオン ２章 酸・アルカリと塩    」 ① 本時の目標  酸性の水溶液に共通の性質を見いだすことができる。 ② 本時の学習展開   課題設定    〇本時のめあてを確認する。 「酸性の水溶液に共通する性質を見つけよう。」  確認・習得  〇既習事項を思い出し，本時で使用する水溶液の化学式を確認する。   個人思考１  〇酸性の水溶液の性質を調べる方法について，予想する。  ※水溶液の性質を調べる方法を視点として生徒に与え，様々 な方法を考えさせる。    …思考のすべ（視点）   集団思考１    〇自分の考えた方法を発表する。   実験  〇生徒から出てきた意見の中にある３種類の方法で水溶液の性質を調べる。   【実験方法】  ① 種類の水溶液に，リトマス紙を付け，酸性であること を確認する。 ② BTB 溶液とマグネシウムリボンを入れ，反応を観察する。 ③ 分の班で考えた実験を行う。（個人思考で意見の出た班のみ）   個人思考２    〇酸性の水溶液に共通する性質は何か，根拠を明確にして考察する。    ※実験結果を比較し，酸性の水溶液の共通した性質を見いだす。     …思考のすべ（特徴）    ※書く活動では，実験結果を根拠に酸性の水溶液の性質について考察させ，文章を書かせる。   集団思考２    〇酸性の水溶液の共通する性質について，考察をクラスで交流する。  まとめ   〇身の回りの水溶液でも，同様の性質があることを確認する。【演示実験を行う。】 （３）検証 次の評価問題を第３学年生徒（62名）に出題した。      

  解答類型 （Ｈ２３年度の解答類型をＨ２６年度に当てはめた） Ｈ２３年度 基礎・基本（％） ※Ｈ2６年度 基礎・基本（％） Ｈ2６年度 調査問題（％） １ 正答 ① 「自分の居場所がないこと」と「不安」の二つの内容を踏まえ適切に書いている。 ② 文頭，文末に続く形。 ③ １５字以内。 ７．９ （７９．４） ６５．７ ２ 準正答 ① 「自分の居場所がないこと」という内容を踏まえ，適切に書いている。 ９．３ － － ３ 準正答 ①③の条件を満たしているが，②の条件で書いていない。 ３．９ － － ４ 誤答 「不安」は書いているが，具体的な内容については書いていない。 ２７．６ － － ５ 誤答 本文中の記述である「体に穴が開いていた」など，前の内容だけ書いている。 ２．６ （０．０） １０．３ ９ 誤答 上記以外の解答 ２５．０ （２０．６） １２．０ ０ 無解答 無解答 ２３．７ （０．０） １２．０ 

  内海隆一郎 「島の少年」による  ② 智之は気分が高揚して
いるのを感じた。 とありますが、なぜ気分が

高揚したのですか。文章中
の言葉を使い、「～から」

につながる形で説明しなさ
い。 

・銅の粉末の質量に対し，どれくらい酸素が結び ついているのかという視点を理解する力。 ・実験の結果から，考察し特徴を見いだす力。 

① 酸性の水溶液の共通した性質を調べるために，視点（実験の方法）を明確にして実験を行い，結果を整理する。 ② 実験結果から考察し，酸性の水溶液の特徴（共通点）を見いださせる。 



 別紙様式１－１ 学力向上総合対策事業 《問題》                     《結果》  解 答 類 型 H25 標準学力 → ポストテスト １ 正答 ア 実験結果や既習事項からＡが水，Ｂが塩化ナトリウムであることを分析できている。 77.9 ％  → 90.3％ ３ 誤答 ウ 実験結果や既習事項からＡが水であることを分析できている。 8.5 ％  →  3.2％ ２ ４ 誤答 イ 実験結果や既習事項の活用ができていない。 エ 13.6 ％ →   6.5％ ０ 無解答 ― 13.6％ →  0％  （４）成果と課題 《成果》   ・科学的な思考力・表現力を高めるために，科学的に探究する過程を踏まえた授業展開を重視している。考察の場面において，なぜそのようなことが言えるのかという根拠を，実験結果を基に考えさせることにより，結果を分析・解釈して考察文を書くようになった。   ・思考のすべの「視点」「特徴」を探究の各過程で活用したことで，生徒が目的意識を持ち，実験に取り組み，実験結果を整理し，分類する力が付き，無解答率の0％につながった。 《課題》   ・課題である観察・実験の「分析・解釈」については，比較対象である H25標準学力調査に比べ，今年度の調査問題では，上昇が見られたが，実験結果や既習事項の活用ができていない生徒がまだ 6.5％いる。このことから，正答することのできなかった生徒への手立てが必要であると考えられる。その一つとして，科学的な思考力を問う問題を解くために必要な基礎的・基本的な知識や技能を，繰り返し学習や振り返り等を活用しながら定着させなければならない。          

                     【世羅小学校・外国語活動】 （１）平成25年５月実施の外国語活動についての児童アンケート調査結果からの課題 《課題》   《指導改善のポイント》             （２）授業実践事例 第６学年：「What time do you get up?  一日の生活を紹介しよう    」 ①  本時の目標  一日の生活の時刻を紹介する表現に慣れ親しむ。 ② 本時の学習展開    つかむ    ○本時のめあてを確認する。    ・Today’s goal.「一日の生活の時刻を紹介する表現に慣れよう。」   ・態度目標 「Eye contact，Listen carefully，Speak clearly，Use gestures」 学び合う・確かめる   ○復習をする。    ・一日の生活の表現や時刻を発音練習する。 「 get up, go to school, go to bed ， … 」「seven,eight,nine，…」    ・一日の生活の時刻を尋ねる表現とそれに答える表現の発音練習をする。     「What time do you ～ ？」「 I ～ at   :  .」 

  

・英語を活用させる場面設定等の工夫が不十分である。 ・最終ゴールを単元の初めに児童に伝えることにより， 児童一人一人がゴールに向かって毎時間の目標を持ち， 意欲的に学習に取り組むことができるようにしていく。 ・単元の目標に必要な表現を活用させるための場面設定を 工夫する。 ・表現の繰り返し練習を行うことで英語表現に慣れさせ， 自信を持たせていく。 ・ペアトークやゲーム的要素を活動に取り入れることにより， 児童が楽しみながら英会話を身に付けていくようにしてい



 別紙様式１－１ 学力向上総合対策事業  ○プラクティスゲームをする。…小集団活動 ルール：「4人グループになる。グループで1 つゲームシートの中の生活の時刻を選ぶ。選んだ時刻が，JET の選んだラッキータイムと同じなら，得点になる。」  ○おはじきゲームをする。…小集団活動 ルール：「グループの 4人が順番に，一人ずつ自分の選んだ生活の時刻を答えながら，ゲームシートの中におはじきを置く。選んだ時刻が，JETの選んだラッキータイムと同じなら，おはじきをもらう。」 ※相手に分かりやすく伝わるように，声の大きさを工夫して話す。…表現のすべ（相手意識を持つこと）    まとめる    ○まとめをする。    ・一日の生活の時刻を紹介する表現を聞 いたり，話したりしたことについての 振り返りカードを書く。 ※書く活動では，児童に態度目標の自己評 価をさせたり，新しく分かったことや慣 れた事，次に頑張りたいこと等を書かせたりする。              （３）検証   外国語活動についての児童アンケートを2月に実施。 《結果》 
４〉成果と課題 《成果》 ・児童アンケートの調査結果から，「英語の表現を積極的に使ったり，大きな声で話したりする」ことに肯定的な回答をした児童が90％を超え，「英会話を使って話をしたい」という児童も10％以上増えた。これは，表現の繰り返し練習を行って英語表現に慣れさせたり，小集団活動やゲーム的要素を活動に取り入れたりしたことによって，楽しみながら英会話を習得することができ，英語表現を使うことへの自信と意欲につながったと考える。  《課題》 ・表現のすべの『相手意識』の内容として，「自分から進んで」，「反応して（うなずいて）」，「笑顔で，分かり易く」，「しっかり聞く（わからないところを聞き返す）」などの内容も取り入れることにより，児童の活動を広げていく。  ・英語表現に苦手意識を持つ児童や，活動に消極的な児童もいる。個々 の児童の実態をつかみ，HRTだからできる支援やJETだからできる支援を工夫していく。目指すコミュニケーションをする姿を見せている児童を評価し，他の児童にも広がるように指導を行っていく。                                            

【調査問題の分析】 （１）実施日    世羅小学校：平成２７年 １月２３日（金）【４年】                 平成２７年 １月２３日（金）【５年】                 平成２７年 １月２３日（金）【６年】           世羅中学校：平成２７年 １月 ８日（木）【１年】                 平成２６年１２月１１日（木）【２年】                 平成２６年１２月１５日（月）【３年】  （２）対象教科   世羅小学校：国語，算数           世羅中学校：国語，数学，英語，理科     （３）調査問題の結果及び目標値の達成状況 ① 年度当初の目標値に対する達成状況 
         ② 調査問題の通過率及び無回答率 【小学校】 ４ 年 ５ 年 ６ 年 調査通過率 国語 算数 国語 算数 国語 算数 60％以上の生徒 93.8 93.4 97.0 98.0 95.0 95.0 30％未満の生徒 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 無回答率 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0  【中学校】 １年 ２年 ３年 調査通過率 国語 数学 理科 英語 国語 数学 理科 英語 国語 数学 理科 英語 60％以上の生徒 97.197.197.197.1    77.977.977.977.9    88887.77.77.77.7    95.595.595.595.5    72.972.972.972.9    72.272.272.272.2    87.887.887.887.8    70.870.870.870.8    95.395.395.395.3    86.286.286.286.2    49.249.249.249.2    82.882.882.882.8    30％未満の生徒 0.00.00.00.0    4.44.44.44.4    4.64.64.64.6    0.00.00.00.0    2.92.92.92.9    4.24.24.24.2    12.212.212.212.2    7.47.47.47.4    0.00.00.00.0    0.00.00.00.0    12.912.912.912.9    6.36.36.36.3    無回答率 3.13.13.13.1    2.82.82.82.8    2.52.52.52.5    0.00.00.00.0    5.25.25.25.2    5.75.75.75.7    2.82.82.82.8    1.91.91.91.9    0.90.90.90.9    2.92.92.92.9    9.69.69.69.6    3.93.93.93.9     （４）調査問題結果からの課題と今後の方策 《課題》        《今後の方策》 ・①について 算数・数学科：児童生徒間で思考のすべを使える児童生徒が２極化 しているため，同一学級内で習熟度別の授業を行い，個々 に合わせた問題を出して交流させる。その中で，思考の基盤となる基礎・基本の知識技能の定着にあわせ，言葉を使って自分で表現できる能力を伸ばし，論理的思考力を高めるように取組を進めていく。 理科    ：課題となる力である科学的な思考力・表現力を高め るために，問題解決の過程を取り入れた学習を重視していく。また，目的意識を持ち学習活動を行っていくために，導入時に児童生徒が考えたいと思うことができるような課題の提示を行っていく。そして，協同学習を組み込んでいき，活動を通して，基礎的・基本的な知識・技能を活用することができる生徒の思考力・表現力を養っていきたい。 ・②について 国語科   ：描写という視点がありながら，心情を捉えられず， 傍線の直後の語句に反応する児童・生徒がおり，文 脈を捉えて読み取る力をつける指導が不十分である。 

児童アンケート ５月 → ２月 「学校で習った英会話を外国の人と話してみたい」  62％ → 73％ 「外国語活動の時間に，習ったことを使って積極的に 学習しています」 65％ → 91％ 「外国語の活動の時間は，はっきりと大きな声を 出しています」 78％  → 94％ 

調査問題 小学校 通過率 目標値 ４年 ５年 ６年 60％以上 85％ 国数で達成 国数で達成 国数で達成 30％未満 ２％ 国数で達成 国数で達成 国数で達成 中学校 目標値 １年 ２年 ３年 85％ 国理英で達成 理で達成 国数で達成 ２％ 国英で達成 達成できていない 国数で達成 

① 問題の意味を読み取ることができる生徒は増えてきたが，図や表，実験結果等の規則性を見いだしたりすることができていない。 ② 自分の考えや気持ちを，うまく表現できていない。 



 別紙様式１－１ 学力向上総合対策事業 文章中の表現を根拠にして答えさせることができな かったので，考える視点を明確にした思考の時間を 確保し，書く活動に取り組ませる。 外国語活動・英語科：場面に応じた適切かつ正確な英文を作ることができる ように，場面設定を工夫した表現活動を位置づける。 また，誤答を減らすため，学び直しの機会を設ける。 また言語や文法事項の確実な習得をめざし，新出事項 は既習事項と関係付けて指導する。  【授業づくりの基盤】 （１）具体的な取組内容    集団思考を通じて，児童生徒の考えの質が高まる授業及び教え合い・学び合うなど他者とのかかわりを通して自分の成長を感じる授業をめざし，小集団活動に重点をおいた。具体的には小集団活動のモデル提示，活動の目的と方法を明確にした課題提示や指示の工夫に取り組んだ。 （２）児童生徒の変容    中学校では，hyper-QU調査において「わからないことがある時，友人や先生に聞いている」への肯定的回答が，全国平均に比べ3.0％，昨年度に比べ1.8％上昇した。小集団活動に重点をおいた取組により，他者とかかわりながら考えを深め，学び合える集団へと成長してきた。  ４４４４    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 本年度の広島県「基礎・基本」定着状況調査における世羅小学校のタイプⅡの結果が，出題がスタートした昨年度に比べ，国語科＋13.8％，算数科＋2.7％，理科＋6.2％となった。また，通過率30％未満の児童の割合が３教科ともに減少，あわせて無回答率も国語科において16.2％が0.9％になるなど大幅に減少した。 世羅中学校における同調査生徒質問紙調査では，思考力・表現力に係る質問項目において，取組をスタートさせた３年前と比較し，10項目中９項目において肯定的回答が上昇した。特に思考力を問う「ものごとを解決する方法をいくつも考えています」では＋21.1％と顕著な成果が見られた。これはすべを設定し，全ての教科において，様々な考え方を仕組み，使わせた結果である。  （２）課題  本年度広島県「基礎・基本」定着状況調査では，世羅中学校は全教科で県平均を下回った。また，生徒質問紙調査において，「ものごとを解決するとき，たぶんこうではないかと予想しています」への肯定的回答が，本中学校の前年度と比較すると－11.1％であった。  これは，個人思考場面で，生徒自身が意見（予想）を持っていることを指導者が確認しないまま，小集団活動を取り組ませたことが要因と考えられる。個人思考と集団思考のいわば，すべを自分で使い考える時間と他者とかかわりながら考えを深める時間のバランスに課題があると捉えた。 （３）今後の改善方策等 すべの活用・書く活動・小集団活動を単元計画や本時計画の中でバランスよく取り入れ，この３つを相互に関連させながら取り組む。加えて，視点の明確化・課題提示の工夫など児童・生徒の主体的な学習の支えとなるものも大切にし，適用問題やまとめ・振り返りで確認し定着を図る。  


