
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    推進地域名推進地域名推進地域名推進地域名：広島市立城山中学校区小中連携地域：広島市立城山中学校区小中連携地域：広島市立城山中学校区小中連携地域：広島市立城山中学校区小中連携地域    推進地域を構成する学校推進地域を構成する学校推進地域を構成する学校推進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    生徒数生徒数生徒数生徒数    広島市立城山中学校広島市立城山中学校広島市立城山中学校広島市立城山中学校    １１１１１１１１    ２２２２６２６２６２６２    広島市立八幡小学校広島市立八幡小学校広島市立八幡小学校広島市立八幡小学校    ２４２４２４２４    ７０８７０８７０８７０８        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２５年度「基礎・基本」定着状況調査結果】（単位％）   教科全体 聞くこと 書くこと 読むこと 言語事項 国語 城山中城山中城山中城山中    61.961.961.961.9    91.491.491.491.4    28.428.428.428.4    69.169.169.169.1    60.260.260.260.2    広島県 71.7 91.3 49.6 72.1 75.6    教科全体 数 と 式 図 形 関 数 資料の活用 数学 城山中城山中城山中城山中    59.59.59.59.0000    66667.37.37.37.3    55554444.0.0.0.0    51.951.951.951.9    56.856.856.856.8    広島県 69.0 74.5 72.6 63.8 71.0    教科全体 聞くこと 読むこと 書くこと 話すこと 英語 城山中城山中城山中城山中    56.256.256.256.2    69.169.169.169.1    55.655.655.655.6    40.240.240.240.2    76.576.576.576.5    広島県 72.1 77.0 74.2 66.0 83.4                  家庭学習の時間（平日）   ０ 時 間 30分未満 30～60分 1～2時間 2～3時間 生活 城山中城山中城山中城山中    8.68.68.68.6    22225.95.95.95.9    16.016.016.016.0    28.28.28.28.4444    18.518.518.518.5    広島県 7.6 15.1 28.6 36.5 10.6 本地域の生徒の平均通過率は，全ての教科で１０～１５ポイント県平均を下回っており，基礎的・基本的な知識・技能が定着していないことが分かる。また,平日の家庭学習習慣では,３０分未満の児童生徒が約３５％おり,家庭での学習が定着していないことも分かる。 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   学習意欲を高め,基礎・基本の確実な定着を目指す授業の創造 ～家庭学習がいかされる授業の工夫を通して～ ② 研究のねらい 基礎的・基本的な知識・技能の定着を図るためには,児童生徒が意欲的に学習に取り組むとともに，学習したことを繰り返し学習する習慣を身に付けさせる必要がある。そこで本中学校区では，授業において，学習意欲を高めるための学習課題の工夫, 小グループを活用した教え合いや意見交流の場の設定，学習したことを振り返ることのできる板書の工夫，家庭学習につながるノート指導など，授業と家庭学習を効果的につなぐことについて研究することとした。 研究体制として，重点項目に沿った３委員会（家庭学習，書くこと，美しい言葉）を小中で組織し，原案作りから検証までを行った。 （２）取組の重点項目 【教科指導・生徒指導】 ① 児童生徒に学習意欲をもたせるため，「調べてみたい」「考えてみたい」と思えるような学習課題を設定する。 ② 個人で考えたことを小グループや学級全体で検討することで，分からないことを教え合ったり，説明し合ったり

させる。 ③ 本時のめあてと学習活動及びまとめが視覚的に分かりやすい構造的な板書を行い，ノート指導を通じて授業と家庭学習をつなげる。  【授業づくりの基盤】    ① 授業で学んだことを宿題として提示するとともに，宿題でやってきたことを授業で活用し，児童生徒に「わかりやすい」「やってよかった」と実感させ，「さらにやってみよう」という思いをもたせる。 ② 発達段階に応じた「聞き方・話し方」や場に応じた言葉遣い，チャイム着等の学習規律の定着に取り組む。 ３３３３    実践事例実践事例実践事例実践事例        実践事例（１）実践事例（１）実践事例（１）実践事例（１）    【教科指導・生徒指導】 ①具体的な取り組み内容      ア）構造的な板書（書くことの委員会） 自分の思いを言葉にして書く力が弱い実態から，授業中に書く活動を意図的に設定して，書く力の育成を図った。 そこで，思い出そう→めあて→考えよう→説明しよう→ まとめ→ふり返ろうという問題解決型の授業の流れを大切にして，「考えよう」と「ふり返ろう」で，特に自分の考えや思いを書く活動を重視した。上の６つの言葉をマグネットプレートにし，いつでも使えるようにして各学級に配布した。全教職員がすべての時間でこの授業の流れを意識し，授業を行うことで，学年が上がっても同じ流れで授業が進み，子どもたちは言語活動を積み上げ，理解を深めることができた。 下の写真は，小学校５年生算数「図形の角」の授業の板書で，めあては「四角形の４つの角の和を求めよう。」である。「思い出そう」で，前時の学習内容である三角形の内角の和について思い出させ，「めあて」を示し，「考えよう」「説明しよう」では，自力解決の時間を取り，ペア学習で伝え合った後，全体で意見を交流した。複数の児童が説明することにより，理解が深まった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ）家庭学習につながるノート指導 (書くことの委員会)          城山中学校       八幡小学校 授業内容の復習を中心に，ノート整理ができるように，ノートに貼るプリント教材自体にも工夫をした。機能的なノート作りを心がける児童生徒が増え，授業のふり返りをしっかり書き込む生徒が多くなった。 
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 Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの４つのチームで百人一首の試合をします。  どのチームも，違ったチームと１回ずつ試合をするとき，どんな対戦があるか調べましょう。 

問題 ある美術館の入場料は大人1人a 円，こども１人b 円です。次の式は何を表していますか？ ① ba 24 +        ② )(1000 ba +−  

 実践事例（２）実践事例（２）実践事例（２）実践事例（２）        【教科指導】 中学校１年 ： 数学  単元名「文字と式」 本時のねらい ： 文字式が何を表しているのかを読み取ることができる。 （１）具体的な取り組み内容  ① 重点項目との関連 はじめに，宿題として出していた「1 個a 円のりんごを 3個買ったときの代金の合計を式で表しなさい」という問題に「この問題で a31000 − は何を表していますか？」という問題を追加し，それを全員で考え，答えを導き出した後，次の課題を提示した。 
 多くの生徒が宿題の考え方をもとに興味・関心を持って取り組んでいた。しかし，個人では式の意味が何となく分かっていても，それを言葉で簡潔に書き表すことに苦労している生徒がいたため，答え方を班で確認させるとともに机間指導を行った。その後，発表で答えを確認しながら，簡潔な書き表し方について考えた。生徒の発表からは，式の中の「2」と「3」が大人とこどもの人数を表していること，「5000」円を払っていることなどがしっかりと読み取れている様子が伺え，問題が示すストーリーがしっかりとイメージできていた。 次に新たな課題を提示し，同じ手順で考えるよう指示した。 
  多くの生徒が，式の中の数や文字が何を表すのかをイメージしながら「省略してある記号を使って式を書き直す」→「それぞれの項が表している数量を考える」→「ことばの式に直し，全体が表す数量を考える」という流れで考えることができるようになっていた。その後，こうした思考の流れを複数の生徒や班に発表させ，その思考の過程を板書で構造的に整理し，全体で共有した。  ② つまずきの大きい生徒への具体的な取り組み  生徒が考えやすいように，家庭学習で前時までの復習を行ったうえで本時の課題に取り組ませたり，ICT を活用して視覚に訴えたりした。 

 

 

 （２）検証（自作評価問題より） 

 

評価問題では①について96％の生徒が，②についても88％の生徒が正答でき，間違えた生徒についても「省略してある記号を使って式を書き直す」ことや「それぞれの項が表している数量を言葉の式に直す」ことはできていた。     実践事例（実践事例（実践事例（実践事例（３３３３））））     小学校６年：算数 単元名「場合の数」  本時のねらい：組み合わせについて，落ちや重なりのないように調べる方法を考え，その方法を理解する。 １ 本時の学習展開 学習活動 予想される児童の反応 支援・評価 １．前時を想起する。  ・順列についてどのような方法で調べたか確認する     ２．本時の課題をつかむ。 ・文章を読み，どんな場面か話し合い，問題場面への関心を高める。 

  ３．自力解決をする。  ・図や表を用いて，自分の考えを書く。   

・すべての順序を書いた ・樹形図を使った                      ・樹形図を使ってみよう。 ・対戦表をかいてみ

支 前時までの学習では「順番」を意識して学習してきたことを確認する。 支 「落ち」「重なり」の意味を確認する。 支 問題の中で大切な部分に線を引く。 支 答えが６通りになることを確認する。             支 何も考え付かない児童には樹形図を途中まで書いたヒントカードを渡し，考えをもてる

問１ ある動物園の入園料は大人1人a 円，こども１人b 円です。次の式は何を表していますか？ ① ba 32 +  ② )32(5000 ba +−  

問２ こども達が x 円ずつお金を出し合い，1つ y 円のキーホルダーを2つ買いました。次の式は何を表していますか？ ① x3   ② yx 23 −   ③ 
3

23 yx −  

組み合わせがなぜ６通りになるか考えよう。 



別紙様式１－１ 学力向上総合対策事業            ４．グループで意見交流をする。  ・自分の考えと友達の考えを比べながら聞く。  ・ホワイトボードに考えをまとめる。  ５．集団解決をする。  ６．本時の学習のまとめをする。    ７．適用問題をする。 

８．本時の振り返りをする。  ・今日の学習で分かったこと，学んだことを書く。 

よう。 ・とりあえず相手になるチームを全部かいてみよう。 ・何も手につ か ない。                 ・ちゃんと１０通りになった。 ・２０通りになってしまった。 

ようにする。 評 組み合わせについて，落ちや重なりがないように，図や表を用いて，順序よく筋道を立てて考え，調べている。【考】（学習活動の観察・発言・ノートの記述） 支 自分の考えをもてなかった児童や異なる考えに納得した児童は，その考えをノートに書かせるようにする。         支 前に出ている考え方を使って何通りか求めさせるようにする。  

  （２）検証（２）検証（２）検証（２）検証((((振り返り振り返り振り返り振り返り))))    学習規律の徹底を目指し，お互い聞き合おうとする支持的風土を大切にしてきた。支持的風土のある学級こそ，「全員参加の授業」の土台になる。  到達率30％未満の子どもの支援には， 

 ①ヒントカードを用意することなどの，机間指導の方法  ②周りの子どもたちでサポートしていける集団づくり の両輪が必要である。授業では，②の点が見られる場面が多かった。グループ学習の内容をより充実したものにするためには，  ○ 子ども同士で学びを伝える子どもを育てる  ○ 分からないと言える子どもを育てる の２点が，特に必要だということがはっきりしてきた。子どもたちが学び合う集団づくりを，今後も追究していきたい。  また，「思い出そう」「めあて」「考えよう」「説明しよう」「まとめ」「ふり返ろう」というプレートを作り，書く活動を取り入れた問題解決型の学習を，全学級で推し進めてきた。この授業でも，子どもたちが個人思考して，友達と練り合う場面が多く見られた。今後も，問題解決型の授業づくりをベースに授業を積み重ねていくとともに，  ○ 必然性（前時からの流れ）のある学習課題づくり。  ○ 既習内容の掲示，自力解決の場面でのヒントカード，集団解決の場面で子ども同 士の関わり合い，といった，学習が難しい子どもへの支援の充実。  ○  「説明しよう」で，友達の意見に学ぶ姿勢。  ○  授業の最後に，何をふり返れたらよいのか。 といった点を追究していくことで，まだまだ進化していける。  めあてには，学習活動が書いていない方がよい。「○○という方法を使って～することができる。」という形をとっている学校もある。 という助言をいただき，めあてとまとめの文言の関係も，議論されてきた。  今回の授業では，めあては「組み合わせがなぜ６通りになるか考えよう」だった。通過率 30％未満の子どもへの支援を，特に語彙が豊富とは言えない本校の実態を考えれば，このように分かりやすく，活動を含んだめあてがむしろ良いと思う。  まとめは，「組み合わせは，順序を考えず，同じチームの組み合わせは１つとして考えれば，求めることができる」だった。ただ，活動内容のまとめのみに集約するのではなく，教科の特性を生かしたねらいにせまる内容のまとめも入れると分かりやすいのではないだろうか。今回の授業だと，「組み合わせも順序と同じように，樹形図や表を使って求めることができる」ということが出てきていたら，算数科で必要な力を考えたときに，ポイントになると考えられる。  集団解決の最後に，みんなの意見を比較して共通点を探したり，どれにも言えることを導き出したりする「練り上げ」の作業を入れることで，そういったことは出てくる。教材研究の際には，学年の内容だけでなく，教科の目標や学年の目標にも目を通して，その教科の背景にある大切な部分にせまる授業づくりを目指したい。         【授業づくりの基盤】【授業づくりの基盤】【授業づくりの基盤】【授業づくりの基盤】    ①具体的な取組内容 ア）「授業」→「家庭学習」→「授業」のつながりを意識した授業づくりを行うため，児童生徒に次時につながる課題を宿題として提示した。 イ）授業規律を徹底させるために，「聞き方」「話し方」について，発達段階に応じた目標を設定し，小中学校共通で教室掲示した。 ウ）家庭学習を定着させるため，Jﾌﾟﾗﾝ（家庭学記録帳）を作

組み合わせは，順序を考えず，同じチームの組み合わせは１つとして考えれば，求めることができる。  今度はＥチームも加わって、５つのチームで百人一首の試合をすることになりました。  どのチームも、違ったチームと１回ずつ試合をするとき、何通りの組み合わせになるか、調べましょう。 
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(単位％） 

成した。日々の宿題に計画的に取り組めるように，宿題の内容と時間，毎月の目標時間と学習時間の累計や３行日記を記入させ，反省と課題を明らかにしながら，家庭学習の習慣作りを進めている。         ②生徒の変容 ア）家庭学習時間については,平成２６年度の基礎・基本調査の生活アンケートでは,３０分未満の生徒は１５％まで 減少し，宿題をやっている生徒も８４％（前年度５５％） まで増加した。    
 家庭学習３０分未満の割合  宿題をやっている割合  イ） 「チャイム着ができている」については，生徒アンケート前年度８２％から今年度９０％まで上昇した。また，小グループ学習を進めることで，授業内容がよくわかるようになったと答えた生徒は，９０％を超えている。  

                         標語募集をして作った横断幕(美しい言葉の委員会)                                                 

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       基礎・基本定着状況調査 （平成２５年度と平成２６年度との比較）                          ① 平成２５年度と平成２６年度を比較すると，中学校では５～１０ポイント，小学校では１４～１６ポイント上昇した。また，      通過率３０％未満の生徒も減少した。        ② ５年間にわたって，小中連携を進めてきた。特に授業規律については，中１ギャップを解消するために，小学校の取組に学ぶことが多かった。構造的な板書の工夫，ノート指導，「聞き方」「話し方」など，小中合同の研修会を重ねて作り上げてきた。 また，小中合同の「あいさつ運動」や横断幕の作成，夏休みに小学生が中学生から宿題を教わる「サマースクール」，部活動見学など様々な取組を行ってきたので，今後も発展させていきたい。 ③ 学力向上総合対策事業を受けて３年間，協議の視点を共有化して，年間１３回に及ぶ小中合同の授業研究会を実施してきた。小中の教職員間の意思疎通はスムーズになり，教科指導や生徒指導に多くのメリットをもたらしていると言える。来年度以降も合同の授業研究会や研修会を実施し，小中共通の取り組みを企画していきたい。 （２）課題 ① 基礎的・基本的な知識・理解について，30％未満の生徒のなくしていく取組がさらに必要である。 ② 授業につながる家庭学習のあり方について，さらに研修を深めたい。 （３）今後の改善方策等 ① 困り感を解消させる手立てとしてICTの活用についての研修を深め，生徒指導の３機能に沿った「生徒が活用する」という視点を重視した研究を進めていきたい。本年度は広島工業大学から講師を２度招聘し，ハードとソフト両面の整備をしている。また，小グループ学習の推進を，全学年・全教科で実践していきたい。 ② Jﾌﾟﾗﾝを活用することによって，家庭での予習・復習をさらに習慣化させたい。 ③ 今年度から小中で毎週１回程度の補充指導を実施した。１対１で指導できるようにし，対象生徒がわかる喜びを味わえるように工夫している。「学習のてびき」の活用方法の検討とあわせて，今後も放課後を中心にした補充指導と宿題をやりきらせる取り組みを推進していきたい。 
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