
 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：：：：庄原庄原庄原庄原中学校区小中連携地域中学校区小中連携地域中学校区小中連携地域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    庄原市立庄原中学校庄原市立庄原中学校庄原市立庄原中学校庄原市立庄原中学校    １８１８１８１８    ４３６４３６４３６４３６    庄原市立庄原小学校庄原市立庄原小学校庄原市立庄原小学校庄原市立庄原小学校    １４１４１４１４    ３４５３４５３４５３４５    庄原市立板橋小学校庄原市立板橋小学校庄原市立板橋小学校庄原市立板橋小学校    ８８８８    １６５１６５１６５１６５    庄原市立東小学庄原市立東小学庄原市立東小学庄原市立東小学校校校校    ８８８８    １４２１４２１４２１４２    庄原市立山内小学校庄原市立山内小学校庄原市立山内小学校庄原市立山内小学校    ７７７７    ５９５９５９５９    庄原市立永末小学校庄原市立永末小学校庄原市立永末小学校庄原市立永末小学校    ６６６６    ５０５０５０５０    庄原市立高小学庄原市立高小学庄原市立高小学庄原市立高小学校校校校    ５５５５    ４９４９４９４９    庄原市立峰田小学校庄原市立峰田小学校庄原市立峰田小学校庄原市立峰田小学校    ５５５５    ４５４５４５４５    庄原市立川北小学校庄原市立川北小学校庄原市立川北小学校庄原市立川北小学校    ５５５５    １９１９１９１９    （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    （１）学力面に関して 【平成２５年度広島県「基礎・基本」定着状況調査結果】 割合：％（前年度比：ポイント） 
① 通過率60％以上の児童生徒の割合が増加したのは，中学校数学のみであった。しかしながら，県の指標には届いていない。 ② 通過率30％未満の児童生徒の割合が，小学校算数において増加した。 ③ 無答率が減少したのは，中学校数学のみであった。 かかわり合いを取り入れた学びのサイクルにより，思考力・表現力を高める授業づくりが進んできている。しかしながら，小中の接続を意識した系統的なノート指導は不十分であり，通過率30％未満の児童生徒への手立てができていない。 （２）情緒面に関して 【平成２５年度広島県「基礎・基本」定着状況調査質問紙調査】 肯定的回答：％ ，県平均との差：ポイント ① 中学生の自己肯定感が低く，共感的人間関係の構築が不十分である。 自己肯定感や共感的人間関係を育む取組が不十分である。 （３）研究組織に関して 研究授業の協議内容をつなげる取組が不十分である。        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 他者とのかかわりの中で思考力・表現力を高める児童生徒の育成 ～組織的な生徒指導と学びのサイクルを通して～  ① かかわり合いを取り入れた学びのサイクルにより，児童生徒の思考力・表現力を高める。 

② 生徒指導の三機能を生かした指導により，自己肯定感を 高めるとともに，認め合う雰囲気をつくる。  ③ 組織的に学習規律の指導を行い，学習基盤を確立する。 （２）研究組織・体制   昨年度確立した３部会を継続し，各部会で協議後，全体で確認し，各学校で共通的な取組を推進する体制を整えた。     （３）取組の重点項目  【教科指導・生徒指導】  「何を学んだか振り返ることのできるノート・ワークシートづくり」  目指す姿 取組内容 小学校 １年 自分の考えをもつことができる。 ・板書計画・書き方指導 ・肯定的評価 ２年 ３年 自分の考えを記述し，他者の考えと比較ができる。 ・板書計画 ・他者の考えを記述する指導 ・肯定的評価 ４年 ５年 自分の考えを理由付けて記述できる。 他者の考えをメモできる。 ・板書計画 ・自分の考えに理由を付けて記述できるような支援用ワークシート・ノートづくり ・他者の考えを記述する指導 ・意欲がもてない児童生徒に対する手立て ６年 中学校 １年 ２年 自分の考えを理由付けて記述できる。 他者の考えと自分の考えを比較し，学んだことを活かして修正できる。 ・理由，根拠を基に分かりやすく意見を記述させる指導。（支援用ワークシートの作成） ・自分の思考過程を振り返らせる授業づくり ・意欲がもてない児童生徒に対する手立て ３年 【授業づくりの基盤】 「姿勢の徹底」  目指す姿 取組内容 小学校 １年 話す人におへそを向け，話を最後まで聴くことができる。 ・あいさつや授業を受ける姿勢ができるまで指導を繰り返す。 ・全学年・学級で統一された学習規律の掲示 ・アンケートによる自己評価 （児童・教職員） ２年 ３年 相手の方を向き，自分の考えと比較しながら最後まで話を聴くことができる。 ４年 ５年 他者の考えと比較し，自分の考えとの共通点や相違点を考えながら聴くことができる。 ・あいさつや授業を受ける姿勢ができるまで指導を繰り返す。 ・全学年・学級で統一された学習規律の掲示 ・他者の考えと比較させる発問の工夫 ・アンケートによる自己評価 （児童・教職員） ６年 中学校 １年 ２年 話の要点を理解した上で，他者の考えと自分の考えとの共通点や相違点を考えながら聴くことができる。 ３年 ※授業研究毎に重点項目への評価を行い，各学校へ通信で周知し，共通的に取り組む。 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】 （１）具体的な取組内容 ① 重点項目との関連（ノート・ワークシートづくり） ② 小中が連携した具体的な取組  ア 中学生のノートを   写真１【小学校の掲示物】  小学校に掲示する取 組・ノート交流（写真１） イ 取組表を基に小中 の９年間の系統性を 意識したノートづく りの指導 ウ 振り返りの視点を中学校区で共有・活用   エ 授業研究の課題の引き継ぎ， 写真２【授業研究会のまとめ】 改善を促す授業研究会のまと めの作成・配布（写真２）    

 通過率60％以上 通過率30％未満 無答率  国語 算数・数学 国語 算数・数学 国語 算数・数学 小学校８校 82.9 (-3.0) 83.4 (-5.9) 0.0 (-0.6) 3.8 (+2.6) 2.2 (+0.6) 0.6 (0) 中学校 86.4 (-1.1) 78.2 (+11.2) 2.7 (0.0) 3.4 (-8.2) 4.4 (+0.1) 3.4 (-3.2) 

質問項目／肯定的評価 小学校８校 県平均との差 中学校 県平均との差 自分のよさはまわりに認められている。 66.8 +6.4 47.0 -6.2 努力すればたいていのことはできる。 90.0 +1.3 70.1 -8.2 

対策協議会 

年度初めに中学１年生のノートを各小学校に紹介した。校内に掲示することで，教員だけでなく児童にも具体的なイメージをもたせることをねらいとした。 
授業研究会の協議内容をつなげることを目的として，事後研修で出た課題を踏まえ，次回の授業研究会や今後各校で取り組んでいくことを，重点項目に沿って明記し，各学校へ配付した。 

生徒指導部会 教科部会 学区内 ８小学校 庄原中学校 校長部会 



 別紙様式１－１ 学力向上総合対策事業 ③ つまずきの大きい児童生徒への具体的な取組      ア 視覚的支援を意識したワークシートの工夫（写真３）   イ 考える視点を与える掲示物の工夫（写真４） 写真３【小学校第１学年・国語】       写真４【中学校第１学年・数学】       （２）検証            【小学校低学年・算数】 ① 発達段階に合わせた系統的な 指導により，何を学んだか振り 返ることのできるノートづくり を具体的に進めることができた。 【小学校高学年・算数】           【中学校・数学】       【平成26年度広島県「基礎・基本」定着状況調査及び庄原中学校区調査問題タイプⅡ結果】 通過率：％  基礎・基本 調査問題 小学校国語・算数及び中学校国語において通過率が向上した。 小学校国語 64.0 72.9 小学校算数 69.5 73.4 中学校国語 82.1 82.5 中学校数学 55.9 38.5 【小中合同重点項目アンケート：児童生徒意識調査】 肯定的回答：％ 項目 校種 H24 H25 H26 自分の意見や考えをノートやワークシートに書いている。 (H25年度からは「理由を付けて」) 小学校 85.8 84.9 88.9 中学校 53.0 62.4 62.6     中学生のノート紹介による意識付け等により，今年度は小学校で，昨年度より４ポイント向上した。 【授業づくりの基盤】 （１）具体的な取組内容        写真５【掲示物「学びの姿勢」】 ① 重点項目との関連（姿勢の徹底）   ア あいさつ「先言後礼」の指導 イ 掲示物「学びの姿勢」の作成・ 配布・指導（写真５）   ウ ペア・グループ学習の継続的な    取組（生徒指導の三機能を生かして）  ② 児童会・生徒会における交流会     安心して学習できる環境づくり を目的とし，中学校の「いじめ０ アピール」を受け，各小学校がそ れぞれの実態に応じて取り組んで いること（「挨拶・言葉遣いの呼び かけ」「全校レク」など）を交流した。 ③ 掲示物「授業のやる木」（小学校の取組を参考に） 中学校では，授業が空いている時間を活用し，授業参観を行い，教職員による肯定的評価を生徒に伝え，生徒の学習意欲と自己肯定感を高める取組を行った。 （２）児童生徒の変容 【小中合同重点項目アンケート：児童生徒意識調査】 肯定的回答：％ アンケート項目 校種 H24 H25 H26 授業の始めと終わりのあいさつをきちんとしている。 小学校 89.7 95.4 94.7 中学校 78.7 87.6 94.4 自分の意見と比較しながら他者の意見を聴いている。 小学校 82.6 77.5 83.0 中学校 70.6 77.0 78.6 

   「あいさつ」については，この３年間で小中どちらにおいても，肯定的回答が増加した。「聴くこと」については，中学校においてこの３年間で８ポイント向上した。 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 【平成２６年度広島県「基礎・基本」定着状況調査結果】 割合：％（前年度比：ポイント） 
① 通過率60％以上の児童生徒の割合が，小学校国語・算数と中学校数学において増加した。特に，小学校算数は12.8ポイント増加した。 ② 通過率30％未満の児童生徒の割合が，小学校算数と中学校国語・数学において減少した。特に，中学校は１％を下回った。 ③ 全ての校種・教科で無答率が減少し，１％を下回った。 【小中合同重点項目アンケート：教職員意識調査】 肯定的回答：％ 項目 第１回 第２回 計画的・意図的ノート指導 95.7 95.9  小中の接続を意識した系統的なノート指導を行い，つまずきの大きい児童生徒には，考える視点を与えたり，書き方を具体的に指導したりすることにより，思考力・表現力が高まった。その結果，児童生徒の無答率の減少や30％未満の生徒の割合の減少につながった。 （２）課題 【平成２６年度庄原中学校区調査問題結果】 通過率：% 教科 対象 内 容 通過率 国語 小６ タイプⅡ 要点の把握 37.8 中１ タイプⅠ 段落相互の関係 30.6 中２ タイプⅠ 叙述の仕方の確認 26.7 算数 数学 小６ タイプⅡ 自分の考えや解決方法を筋道立てて説明 53.1 中１ タイプⅠ 一次式の計算 22.3 中２ タイプⅡ 自分の考えや解決方法を筋道立てて説明 9.5 ① 国語では，説明的な文章に関わる設問において通過率が低い。教材文の部分的な読み取りの指導にとどまっている。筆者の主張をもとに全体を見て，言葉の対応や中心を考えながら読ませる指導が不十分である。 ② 算数・数学では，自分の考えを筋道立てて説明する設問において通過率が低い。結論に至る根拠が整理できるよう式や図，言葉による説明を書かせる指導が不十分である。 【平成２６年度広島県「基礎・基本」定着状況調査質問紙調査】 肯定的回答：％ ，県平均との差：ポイント 質問項目／肯定的評価 小学校８校 県平均との差 中学校 県平均との差 自分のよさはまわりに認められている。 60.4 -1.4 53.2 -2.5 努力すればたいていのことはできる。 88.7 -0.5 78.3 -0.8 ① 中学校では，肯定的回答の割合は増加したものの，依然県平均を下回っている。小学校も県平均を下回った。児童生徒同士による効果的な相互評価の場を設定できていない。 児童生徒同士でお互いの考えを認め合う活動に至っていない。 （３）今後の改善方策等  ① 調査問題等を活用し，不十分な表現や説明に修正や付け加えなどを行い，表現を洗練する指導を行う。 ② 庄原中学校区の授業交流を継続的に行う。国語においては説明的な文章を中心に，算数・数学においては活用問題を意識した授業改善に取り組んでいく。 ③ かかわり合いの中で，児童生徒同士でお互いの考えを認め合う場を積極的に取り入れる。 ア 目的を明確にしたペアやグループ学習   イ 考えを伝え合い，深める聴き方・まとめ方の指導 

 通過率60％以上 通過率30％未満 無答率  国語 算数・数学 国語 算数・数学 国語 算数・数学 小学校８校 84.8 (+1.9) 90.3 (+12.8) 3.4 (+3.4) 2.1 (-1.7) 0.8 (-1.4) 0.1 (-0.5) 中学校 81.3 (-5.1) 82.9 (+4.7) 0.8 (-1.9) 0.0 (-3.4) 0.2 (-4.2) 0.9 (-2.5) 自分で考えたことを，図・式・言葉など多様な方法で表現できている。 意見交流を通して聞いた友だちの考えを，箇条書きで簡潔にメモすることができている。 自分の考えを残し，修正するだけでなく間違えたポイントを自分の言葉で振り返り記入することができている。 


