
 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：広島市立長束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    広島市立長束小学校広島市立長束小学校広島市立長束小学校広島市立長束小学校    １９１９１９１９    ５０１５０１５０１５０１    広島市立長束西小学校広島市立長束西小学校広島市立長束西小学校広島市立長束西小学校    １４１４１４１４    ２９１２９１２９１２９１    広島市立長束中学校広島市立長束中学校広島市立長束中学校広島市立長束中学校    １４１４１４１４    ３８８３８８３８８３８８    （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) 平成25年度「基礎・基本」定着状況調査の結果より 〔小学校〕 【国語】 設問のねらい 長束小長束小長束小長束小    長束西小長束西小長束西小長束西小    県 叙述を基にした想像 43.843.843.843.8    41.441.441.441.4    52.2 考えを明確にした構成 42.542.542.542.5    36.236.236.236.2    43.6 理由を挙げた記述 12.312.312.312.3    37.937.937.937.9    27.1 事例を挙げた記述 26.026.026.026.0    19.019.019.019.0    23.9  【算数】 設問のねらい 長束小長束小長束小長束小    長束西小長束西小長束西小長束西小    県 正方形の定義 15.115.115.115.1    8.68.68.68.6    15.4 〔中学校〕 【国語】 設問のねらい 長束中長束中長束中長束中    県 叙述の仕方の確認 26.326.326.326.3    30.5 根拠と記述の整合性 26.326.326.326.3    47.5 根拠に基づいた考えの記述 28.928.928.928.9    53.9  【数学】 設問のねらい 長束中長束中長束中長束中    県 関係を文字式で表す 30.730.730.730.7    36.6 情報の適切な選択と判断 43.943.943.943.9    56.6 複数の事象の統合 28.128.128.128.1    37.4 複数の事象の統合 37.737.737.737.7    46.6 【英語】 設問のねらい 長束中長束中長束中長束中    県 話の流れの理解 49.149.149.149.1    57.5 英語の文章を読んで必要な情報を取り出して，その情報をもとに自分の考えを書くこと 48.248.248.248.2    53.1 資料や情報をもとに，自分の考えを伝える英文を書くこと 48.248.248.248.2    60.0 資料や情報をもとに，自分の考えを伝える英語の文章を書くこと 33.333.333.333.3    46.8  ※ 総じてタイプⅡ（活用力を問う問題）の通過率が低い。  (2) 学力調査及び日頃の授業での児童生徒の様子より                 小学校では，国語・算数ともに理由を挙げた記述，資料から必要な情報を読み取る力に課題がある。中学校では，文章を正確に読み取る力，自分の思考等を正確に書き表す力に課題がある。特に，国語では叙述の仕方に課題がある。数学では，図形を使った証明や複数の事象の統合に課題がある。英語では，文脈や会話の場面に応じて適切に英文を書くことに課題がある。 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  ① 研究テーマ    自ら考え，主体的に学ぶ子どもの育成    ～協同的な活動を通して～ 

 ② 研究のねらい    基礎・基本に基づいた活用力（思考力・判断力・表現力）の定着のためには,子どもたちが主体的に学ぶことが重要である。そこで，小・中学校の全ての授業において，付けたい力を明確にしためあてを設定し，協同的な学習を通して思考を深め，自分の考えを適切な言葉で説明させる。また，それらの活動を支えるため，授業規律の徹底と言語技術の育成に取り組む。    さらに今年度は，指導上の課題から，国語科では「書くこと」の領域，数学科では「図形」領域に焦点化した取組を実施することとした。 (2) 取組の重点項目  【教科指導・生徒指導】  ○ 児童生徒に付けたい力を明確にしためあてを設定し，課題    を的確に把握させ，学習への見通しを持たせる。  ○ 授業のねらいに迫る場面では，自力で課題を解決する場面    とペアやグループを使って話し合う場面を設定する。  ○ 構造的な板書の工夫を行うことにより，児童生徒がノートにまとめや振り返りを書きやすくしている。  【授業づくりの基盤】  ◯ 小中学校共通で「授業への構え」（授業規律）の徹底を図る。  ◯ 小中学校共通で「話す・聞く」ルール（言語技術）の育成   を図る。     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】 中学校国語科 第２学年 「立場と根拠を明確にして書こう」  ◯ 単元目標 ： 自分の立場及び伝えたい事実や事柄を明確にして，文章の構成を工夫している。【書くこと(1)イ】  ◯ 本時のねらい：体験や資料から，自分の立場を支える根拠を書く。 (1) 具体的な取組内容 ① 重点項目との関連   まず課題を把握させる場面において，前時の振り返りから意見文（テーマ：年賀状ははがきがよいかメールがよいか）を書くために明確にすべき点を挙げさせたのち，「根拠」を明らかにすることが重要であることを想起させ，「体験」「見聞」「資料」が「根拠」となりうることを板書で確認させた。その上で「めあて」を提示したため，生徒は自分の立場を支える根拠を，「体験」や「見聞」あるいは「資料」から探せばよいことが十分把握できたように思われる。   次に授業のねらいに迫る場面では，自分の体験や見聞きしたこと，資料のグラフから読み取ったことを，根拠としてワークシートに記入させたのち，その中から自分が最も説得力のある根拠だと思うものを一つ選んで紙に書かせた。              



 別紙様式１－１ 学力向上総合対策事業 その上で，紙に書いた根拠を黒板に貼り，自分の言葉で説明させる活動を通して，さまざまな考えを交流させることができた。生徒たちは意見交流を通して思考を深めることができたように思われる。  ・ 構造的な板書計画             ② つまずきの大きい児童への具体的な取組      前時のワークシートを手がかりにしたり，資料のグラフを参考にして書くように助言した。 ③ 小中が連携した具体的な取組   昨年度に引き続き，研究授業前の指導案検討にとどまらず，小中合同で模擬授業を実施し，より実践的・具体的な授業研究を行った。 (2) 検証 平成26年度「基礎・基本」定着状況調査 中学校国語 五―２と平成26年度中学校区学力調査問題 中学校国語四―３の結果を比較し，伸び率を調べた。  平成26年度中学校区学力調査問題 中学校２年国語  四 田中さんは，小学校のころに好きだったイソップの話  に関する本を読もうと考え，次のＡ，Ｂ，Ｃの本を見  付けました。 ３ あなたは，Ａ，Ｂ，Ｃの本の中から一冊を選んで読  むとしたら，どの本を読みますか。一冊を選んだ上で，  〈その本を選んだ理由〉を次の条件１から条件３にした がって書きなさい。 条件１ 〈裏表紙の文章〉，〈帯の文章の一部〉，〈表紙の 文章の一部〉の中にあるいずれかの言葉を使って 書くこと。  条件２ 今までの体験や読書の経験と結び付けて書くこ     と。  条件３ 五十字以上，八十字以内で書くこと。   ◯ 結果 学年 時 期 検証の方法 正答率 ２年 H26 ６月 H26「基礎・基本」五―２     66666666....1111        H27 １月 H26 中学校区調査問題  中学校２年国語 四―３ 88888888....6666    (2(2(2(22.2.2.2.5555△△△△))))      小学校算数科 第６学年 「対称な形」  ◯ 単元目標 ： 対称な図形の観察や構成を通して，その意味や性質を理解し，図形に対する感覚を豊かにする。  ◯ 本時のねらい：線対称な形をかくことができる。 

(1) 具体的な取組内容 対称な図形の作図において，描き方やその根拠を定義や性質を用いて論理的に説明することで，対称な図形の定義や性質の理解を深めていく。 〈課題把握場面〉 黒板に掲示されたマス目のある課題に児童が実際に作図し，なぜ描くことができたのかその根拠を考えていった。（その際に描けなかった時には「なぜ描けなかったのか，なぜ違うのか」とその原因を探ることで，理解が深まっていく。）説明する際の根拠として線対称の性質が用いられ，「対称の軸とマス目が垂直に交わっているから描けたんだ」という実感をもたせることができた。 〈自力解決場面〉    作図に根拠をもたせるため，どうしてその手順を踏むのか具体的に書かせた。それが，論理的な説明をするための支援になった。 〈集団解決場面〉    まず，協同学習場面を設定し，グループ毎に１枚の発表用紙に作図をさせていった。その時に，作図の手順を説明するだけでなく，なぜその作業をするのか，具体的な根拠を発表させ，考えを共有させた。児童は説明に行き詰まっても，友だちがつないでくれるので，安心して活動することができた。    次に，発表用紙を黒板に掲示して，グループ毎に作図の説明をさせた。児童は線対称な形の性質に基づいた説明することができた。            ① 重点項目との関連  ・ 「話す・聞く」ルール，「授業への構え」の定着    児童は，発表の仕方や聞き方が意識できていた。共感的に聞き合い，学び合う学習活動ができていた。挙手が多く，意欲的に取り組めていた。「聞く・読む・話す・書く」という学習を明確に区別しており，活動がスムーズにできた。  ・ 言語活動を意識した単元構成ができていた。  ・ 構造的な板書計画             ② つまずきの大きい児童への具体的な取組   線対称な形の作図のため，まず対応する点を見い出せるよう頂点を先に描くことを支援した。  

 思い出そう    めあて 線対称な形のかき方を考えよう。 まとめ 線対称な図形    直線アイを対称の軸として，線対称な形を書きましょう。       線対称な形のかき方                                                    垂直に交わる直線を                     く。 線対称な形の特徴 対称の軸を折り目にして二つ折りにしたとき，両側の部分がぴったり重なる形 対応する点をつなぐ挑戦は，対称の軸と垂直に交わる。 交わる点から対応する点までの長さは等しい。 
1.頂点から，対称な字句に垂直に2線を引く。 2.頂点に対応する点を対称の軸からの長さが同じになるようにとる。 3.頂点をつなぐ。. . ●頂点と対応する点を見つければかける。 ●コンパスが使える。 

初めに，対応する点の位置の見付けるといいよ。 なるほど。 

一月二十九日（木）  立場と根拠を明確にして書こう 意見文を書こう 
 思い出そう  テーマ 年賀状ははがきがよいかメールが 

      根拠           体験 
          見聞 

          資料 
 めあて 根拠をあげて自分の立場を説明しよう。 

   体験 見聞     資料 
   き  が  は    ル  －  メ    まとめ 参考になった意見とその理由を説明しよう。  



 別紙様式１－１ 学力向上総合対策事業 (2) 検証   平成25年度「基礎・基本」定着状況調査 小学校算数 ７と平成26年度中学校区学力調査問題 ６年算数 10の結果を比較し，伸び率を調べた。 平成26年度中学校区学力調査問題 ６年算数 10 下の図アは，角の大きさが，それぞれ３０°，６０°  ９０°の三角定規です。この三角定規を４つ組み合わせ  て，図イのような四角形をつくりました。この四角形は ひし形になります。そのわけを書きましょう。  ◯ 結果 学年 時 期 検証の方法 正答率 ５年 H25 ６月 H25 「基礎・基本」 ７     8.6 8.6 8.6 8.6     ６年 H26 12月 H26 中学校区調査問題  ６年算数 10 32.132.132.132.1    (23.5(23.5(23.5(23.5△△△△))))     中学校英語科 第３学年 PROGRAM4 Faithful Elephants  ◯ 単元目標 ： まとまりのある英文を読み，その概要・要点を理解することができる。  ◯ 本時のねらい：物語の大まかな内容を読み取り，タイトル          をつける。 (1) 具体的な取組内容 ① 重点項目との関連   導入で「めあて」を簡潔・明確に示し，生徒は本時にすれ ばよいのかを理解して学習に取り組んでいた。個人思考やグ ループ活動に入る前に，概要をつかむ際にポイントとなるキ ーワードや代名詞に着目させた。また，「１．英語によるオー ラルイントロダクション→２．挿絵（視覚的支援）の提示→ ３．リスニング→４．リーディング」とスモールステップで 概要をつかめるようにした。    次に，個人思考で概要をつかみタイトルをつけさせた後， グループで交流させることによって，自分の考えを出し合う ことができた。また，生徒同士で教え合う光景も見られ，次 第に自分たちの考えを論理的に表現できるようになっていっ た。ただし，考えの根拠を英文中から抜き出すよう，あらか じめ指示を出しておくべきであった。               授業の振り返りをさせると，「大まかな内容をつかむためには，キーワードや代名詞に着目するといい」「５Ｗ１Ｈに注意しながら読み進めると概要がとれる」といった感想がみられた。  ② つまずきの大きい生徒への具体的な取組   個人思考〈自力解決〉の段階で，キーワードになる単語の 意味を示した「お助けカード」を必要な生徒に配付し，それ ぞれのレベルに応じてリーディングに取り組むことができる よう支援した。 

 ・ 構造的な板書計画           (2) 検証    授業後，評価問題を実施した。評価問題は代名詞の働きを理解し，まとまりのある英文を読み，その概要や要点が捉えられているかを等問題である。平成25年度「基礎・基本」定着状況調査 問題７と結果を比較し，伸び率を調べた。  評価問題  次の    内の英文に続けて，①～③の英文を並べかえて，まとまりのある文章をつくります。話が最も自然な流れになるように並べかえたものを，下のア～エの中から選び，その記号を書きなさい。       ① They had to stop giving any food to them. ② When they died, nothing was found in their stomachs. ③ Japan was at war and the zookeeper were ordered to kill dangerous animals.  ア ②―①―③      イ ③―①―② ウ ③―②―①      エ ②―③―①    ◯ 結果 学年 時 期 検証の方法 正答率 ２年 H25 ６月 H25 「基礎・基本」 ７     49.149.149.149.1        ３年 H26 ７月 評価問題 84.384.384.384.3    (3(3(3(35555....2222△△△△))))          【授業づくりの基盤】 (1) 具体的な取組内容  ◯ 発表話型や発表スタイルを両小学校で揃えるとともに，中学校では，それを継承した型を実施した。  ◯ 小中学校共通で，発達段階に応じた「話す・聞く（聴く）」時のルール（あいうえおの約束）を，教室に提示している。          
話す・聴くのときのルール（中学生版）話す・聴くのときのルール（中学生版）話す・聴くのときのルール（中学生版）話す・聴くのときのルール（中学生版） ああああ        相手を意識して いいいい        いい姿勢と態度で うううう        うなずきと ええええ        笑顔で受け入れ おおおお        終わりまできちんと 話し，聴く。話し，聴く。話し，聴く。話し，聴く。    

 ねらい 物語の大まかな内容を読み取り，タイトルをつけよう。 大まかな内容    Title                  ふり返り                       ➩                                          ・戦時中、東京に爆弾  ↓ ・上野動物園に落下したら動物たちが逃げ出す ・郡が動物たちを殺す命令を出した。 Poor Animal  「戦争中の３等の像」  ３等の Elephants 
Ueno Zoos crisis 「依頼」 かわいそうな動物たち  

３等の像と上野動物園の動物たちはどうなるの かわいそうな動物たち  

So……の後がまとめになっているね。 

This is a sad story of the three elephants    at the Ueno Zoo. 

そうだね。 the Army ordered……と書いてあるから，そこからタイトルを考えてみたらどうだろう。 



 別紙様式１－１ 学力向上総合対策事業 ◯ 時計を見て自主的に行動することを意識付けるとともに，チャイムと同時に授業を開始できる準備を整えさせた。 (2) 児童生徒の変容   ◯ 生徒アンケート結果（長束中 １月 肯定的回答の合計） 質問項目 ２年 ３年 授業では，「あいうえお」の約束を意識していますか。 68.6 61.6 発表する時は話型を意識していますか。 81.9 73.9 チャイムと同時に授業を開始できる準備が整っていますか。 86.7 94.9 時計を見て自主的に行動していますか。 86.8 90.6      小中学校とも，チャイムと同時に授業開始できる状況がほぼ整い，ペアやグループで話し合う場面を設定したこととも相まって，授業への構えは定着した。    また，まとめや振り返りの場面では，話型やキーワードを示すことにより，進んで自分の言葉で説明しようとする児童生徒が増加した。     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 学力調査問題結果より 〈各設問における正答率の推移〉 〔小学校〕 【国語】 設問のねらい ５５５５年年年年    ６６６６年年年年    長束小長束小長束小長束小    長束西小長束西小長束西小長束西小    長束小長束小長束小長束小 長束西長束西長束西長束西小小小小 理由を挙げた記述 60.760.760.760.7    65.265.265.265.2    50.050.050.050.0    39.339.339.339.3    【算数】 設問のねらい ５５５５年年年年    ６６６６年年年年    長束小長束小長束小長束小    長束西小長束西小長束西小長束西小    長束小長束小長束小長束小 長束西長束西長束西長束西小小小小 正方形の定義 43.443.443.443.4    30.430.430.430.4      ひし形の定義         27.127.127.127.1    32.132.132.132.1     〔中学校〕 【国語】 設問のねらい ２年２年２年２年    ３年３年３年３年    根拠と記述の整合性 88.688.688.688.6△△△△        根拠に基づいた考えの記述 63.263.263.263.2△△△△     【数学】 設問のねらい ２年２年２年２年    ３年３年３年３年    関係を文字式で表す 46.346.346.346.3△△△△    84.884.884.884.8△△△△    60.760.760.760.7△△△△    情報の適切な選択と判断 52.052.052.052.0△△△△        複数の事象の統合（図形） 78.078.078.078.0△△△△    52.852.852.852.8△△△△        複数の事象の統合（図形） 72.472.472.472.4△△△△        【英語】 設問のねらい ２年２年２年２年    ３年３年３年３年    話の流れの理解 67.567.567.567.5△△△△    46.946.946.946.9▼▼▼▼    資料や情報をもとに，自分の考えを伝える英語の文章を書くこと 67.567.567.567.5△△△△    51.451.451.451.4△△△△       調査問題の結果から，国語科における「書くこと」及び数学科における「図形」領域の力は定着しつつある。 また，昨年度と比較して，ノートなどに「まとめ」を書く生徒の割合が増加していることから，自分の意見や考えを人前で説明したり，記述したりする力も備わりつつある。 

〈正答率６割以上３割未満の児童生徒の割合〉 〔小学校〕 教科 学年 学校 ６割以上 ３割未満 国語 ５年 長束小 92.9 1.2 長束西小 84.5 0.0 ６年 長束小 90.0 0.0 長束西小 82.1 0.0 算数   ５年 長束小 89.2 0.0 長束西小 85.0 4.3 ６年 長束小 95.7 0.0 長束西小 92.9 0.0    学力指標として，中学校区作成の調査問題において，正答 率６割以上の児童80％以上，３割未満の児童５％未満を掲げた。 両小学校ともすべての対象教科・対象学年において達成することができた。  〔中学校〕 教科 学年 学校 ６割以上 ３割未満 国語 ２年 長束中 77.7 0.9 ３年 長束中 81.9 2.0 数学 ２年 長束中 76.8 3.6 学力指標として，中学校区作成の調査問題において，正答率６割以上の生徒80％以上，３割未満の生徒５％未満を掲げた。 ３年国語科においては，達成することができた。 ２年国語科および数学科においては，６割以上の生徒の割合については若干及ばないものの，３割未満の生徒の割合については達成することができた。  ◯ 生徒アンケート結果（長束中 １月 肯定的回答の合計）より 質問項目 ２年２年２年２年    ３年３年３年３年    授業では，友だちと交流することによって，自分の意見や考えが変わったり，深まったりしますか。 91.091.091.091.0    85.585.585.585.5    授業の終わりに，「まとめ」や「振り返り」をノートなどに書いていますか。 79.579.579.579.5    83.783.783.783.7      (2) 課題  ◯ 学習指導要領の指導事項に基づいた「めあて」の設定，および「振り返り」の時間の確保。  ◯ 中学校英語科における基礎・基本及び活用力の定着を図るための授業改善。 (3) 今後の改善方策等  ◯ 本時における目指すべき児童生徒の姿を具体的に思い浮かべることから「めあて」の設定を行う。 ◯ 中学校英語科においては，課題解決型の授業に取り組むことや語彙力を身に付けさせるための活動を取り入れる。 ○ これまでの取組をさらに進め，一層の授業のユニバーサルデザイン化を図る。 


