
 実践発表 学力向上チャレンジ校事業 

- 10 -  

事業名事業名事業名事業名：：：：学力向上チャレンジ校事業学力向上チャレンジ校事業学力向上チャレンジ校事業学力向上チャレンジ校事業    連携連携連携連携地域名地域名地域名地域名：：：：城西城西城西城西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    福山市立泉小学校福山市立泉小学校福山市立泉小学校福山市立泉小学校    １４１４１４１４    ２９９名２９９名２９９名２９９名    福山市立山手小学校福山市立山手小学校福山市立山手小学校福山市立山手小学校    １５１５１５１５    ３４７名３４７名３４７名３４７名    福山市立城西中学校福山市立城西中学校福山市立城西中学校福山市立城西中学校    １０１０１０１０    ２５３名２５３名２５３名２５３名    （H2７.11.1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26年度「基礎・基本」定着状況調査の結果から〉 ・通過率30％未満の児童生徒の割合が多い。 →基礎的・基本的な知識・技能の定着を図る指導が不十分である。 ・学力調査における記述式問題の無答率が高い。 →「自分の考えを述べる・伝える」活動を取入れた指導の工夫が不十分である。 ・活用力を問う問題の通過率が低い。 →「考える場」を効果的に取入れた指導が不十分である。 ・家庭学習の時間が少なく，学習習慣が身に付いていない児童生徒が多い。 →家庭学習の充実へ向けた取組や指導が不十分である。     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（１）研究テーマ及び研究のねらい（１）研究テーマ及び研究のねらい（１）研究テーマ及び研究のねらい     ①研究のテーマ    自分の考えを持ち,自分の言葉で適切に表現できる児童生徒の育成 ～知識の習得と協働的な学びの工夫を通して～  ②研究のねらい    授業に「自分の考えを述べる・伝える」活動を位置付けることで，知識・技能の習得を図るとともに，「思考力」「表現力」の向上をめざす。 （（（（２２２２））））取組の重点項目取組の重点項目取組の重点項目取組の重点項目    【【【【「習得」の学習活動の工夫「習得」の学習活動の工夫「習得」の学習活動の工夫「習得」の学習活動の工夫】】】】     ①単元指導計画の作成  ②思考の過程が分かるノート指導  ③ペア・グループ学習による伝え合う場の設定     【【【【学習習慣の定着・家庭学習の充実学習習慣の定着・家庭学習の充実学習習慣の定着・家庭学習の充実学習習慣の定着・家庭学習の充実】】】】    ①学習規律の定着  ②学習環境の整備  ③家庭学習の指導 【個に応じた指導の充実】【個に応じた指導の充実】【個に応じた指導の充実】【個に応じた指導の充実】    ①座席表を活用した適切な支援 ②補充学習による学習支援 ③家庭教育支援アドバイザーとの連携     ３３３３    実践事例実践事例実践事例実践事例 【「習得」の学習活動の工夫】【「習得」の学習活動の工夫】【「習得」の学習活動の工夫】【「習得」の学習活動の工夫】 （（（（１１１１））））具体的な取組内容具体的な取組内容具体的な取組内容具体的な取組内容    ①単元指導計画の作成 ・単元のゴールを明確にする。 ・児童生徒が課題を発見する場を設定する。 ・目的意識を持って情報収集，分析，思考，発信する 

活動を仕組む。 ・学習した内容や方法を振り返る場を設定する。                ②思考の過程が分かるノート指導  ・最初の「自分の考え」が，「友達の考え」によって広がった り深まったりしたことが分かるノートづくり。                ③ペア・グループ学習による伝え合う場の設定 ・視点を明確にした話合い活動の設定        ・伝え方・聴き方の指導 ・根拠を述べ合う発表の仕方の指導 →相手の考えを認め合える関係づくり     （（（（２）検証２）検証２）検証２）検証                                                    
表２ 意識調査における肯定的評価の児童生徒の割合 （％） 

表１ 中学校 国語科１年「ダイコンは大きな根？」の単元構想 

 泉小 山手小 城西中 1学期 2学期 1学期 2学期 1学期 2学期 授業はよく 分かります。 78.7 80.3 73.8 77.6 71.3 78.6 ＋1.6 ＋3.8 ＋7.3 自分の考えを書いています。 74.6 76.2 69.5 71.3 74.9 73.0 ＋1.6 ＋1.8 －1.9 話合いを通じて考えを深めています。 82.5 78.3 77.5 78.5 70.6 67.6 －4.2 ＋1.0 －3.0 

 「野菜と食生活についてのアンケート」を通して，学習の見通しをもつ。課題設定 「ダイコンは大きな根？」で，「問いと答え」の特徴を捉える。 グループ学習 出典本「キャベツにだって花が咲く」の中から１つ野菜を選び，「野菜Ｑ＆Ａ集」を作成し，紹介し合う。  情報収集，分析，思考の場の設定  学習の振り返り 
「野菜Ｑ＆Ａ集」を作って、 

野菜の不思議を紹介しよう。    
単元単元単元単元のゴールののゴールののゴールののゴールの明確化明確化明確化明確化    

・「○○さんの予想は正しいといえるかどうか」を判断し，根拠をもとに説明しよう。（中学校数学） ・「悪徳商法にだまされないための注意」について，学習した用語を使って説明しよう。 （中学校社会） 

自分の考え 友達の考え 変容した自分の考え 次に考えたり，調べたりしたいこと 
考えの考えの考えの考えの    広がり，深まり広がり，深まり広がり，深まり広がり，深まり    図１ 思考の過程のイメージ図 
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 １学期中間 １学期期末 ２学期中間 ２学期期末 達成者の割合 12.6 28.0 27.7 53.4 

・「授業はよく分かる」と回答した児童生徒の割合は，３校とも高くなっている。  ・小学校では，「自分の考えを書いている」と回答した児童の 割合が高くなっている。 ・「話合いにより考えを深めている」と回答している児童生徒 の割合は，３校中２校が低くなっているため，「考えを伝え 合う活動」の指導に課題がある。  【【【【学習習慣の定着・家庭学習の充実学習習慣の定着・家庭学習の充実学習習慣の定着・家庭学習の充実学習習慣の定着・家庭学習の充実】 （１）具体的な取組内容１）具体的な取組内容１）具体的な取組内容１）具体的な取組内容 ①学習規律の定着 ・発達段階に合わせた学習規律「校区スタンダード」と「学びのスタイル」を策定した。  ・学習の手引き「桜坂」（城西中）を作成した。    ②学習環境の整備 ・既習学習の内容，児童生徒作品，模範ノートなど，学習の過程や足跡が分かるものを掲示している。 ③家庭学習の指導  ○ノーメディアデー ・中学校の試験期間に合わせ,中学校は８日間，小学校は２日間ノーメディアデーを設定している。  ○自主ノート（城西中）  ・毎日１ページ，試験期間はノート１冊を目標にして取り組ん でいる。  ・生徒会の取組として位置付け，目標値を達成した生徒の表彰 を行っている。  （２）児童生徒の変容（２）児童生徒の変容（２）児童生徒の変容（２）児童生徒の変容    ①家庭学習の時間           ②ノーメディアデー      ③自主ノート          ・学習の手引き「桜坂」によって，学習の仕方が分かり，自分の 苦手な所に重点的に取り組んだり，得意な所を伸ばすことに取 り組んだりする生徒が増えた。  【個に応じた指導の充実】【個に応じた指導の充実】【個に応じた指導の充実】【個に応じた指導の充実】 （１）具体的な取組内容１）具体的な取組内容１）具体的な取組内容１）具体的な取組内容    ①座席表を活用した適切な支援 ・特に通過率30％未満の児童生徒の学習状況を見取ることで， 次の支援や指導を適切に仕組んでいる。  ・研究授業において,個別の指導計画を作成している児童生徒 の学習の様子について，適切な支援の在り方を協議している。 

②補充学習による学習支援 ・学校や児童の実態に応じた放課後補充学習を行っている。        ③家庭教育支援アドバイザーとの連携 ・個別の指導計画を作成した児童生徒に関わった者が加筆できるよう個別の指導計画をデータ化し,取組や家庭・指導の状況を共有している。  ・アドバイザーは，学校行事や放課後補充学習等に参加し，児 童生徒との関係を深めている。 （２）児童生徒の変容（２）児童生徒の変容（２）児童生徒の変容（２）児童生徒の変容    ①補充学習の状況      ②個別の指導計画を作成した生徒の変容（城西中） ・自主ノートに丁寧に取り組むことで，学習の仕方が身に付い てきた。 ・生徒の頑張りを見て，保護者の声かけが変わってきた。 そのため，生徒も進路を意識して，前向きに学習に取り組むようになった。  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（１）成果（１）成果（１）成果    ・各教科で単元末に作成した児童生徒作品を掲示することで，単元のゴールイメージの明確化につながり，考えを書く量，内容ともに向上した。 ・ペア・グループ学習などの「考えを伝え合う活動」が授業に位置付いてきたことで，児童生徒が抵抗感なく自分の考えを伝えられるようになり，授業に対する意欲が高まった。 ・自主ノートの取組が，学習習慣づくりに効果的であった。また，自主ノートを通して指導者とコミュニケーションをとることで，学習内容の習得へつながった。 ・異校種の授業を参観し合ったり，夏季合同研修においてつまずきの大きい調査問題の誤答を分析したりすることで，つまずきを基にした授業改善の必要性を共有することができた。 （２）課題（２）課題（２）課題（２）課題    ・全教職員が，単元で付ける力を確実に習得させる単元指導計画のポイントを共有できていない。 ・思考を深めるために，目的や必然性のある「考えを伝え合う活動」を仕組むことができていない教科がある。 ・通過率が30％未満の児童生徒に対する支援が不十分である。 （３）今後の改善方策等３）今後の改善方策等３）今後の改善方策等３）今後の改善方策等 ・１時間ごとに付ける力や思考を深化させる指導の手立てを明確にした単元指導計画を作成し，それをもとに授業づくりを進める。 ・個別の指導計画に基づき，課題に応じた適切な支援を行う。 ・生徒指導主事を含めたアドバイザーとの連携の場を，月１回設定する。情報を共有するだけでなく，具体的な指導の方向性を定める場とする。 

 ４年Ａ児 ４年Ｂ児 ５年Ｃ児 ５年Ｄ児 ６年Ｅ児 ６年Ｆ児 １学期 55.5 52.3 47.5 64.8 40.8 65.5 ２学期 63.3 54.5 45.3 66.5 46.5 71.5 推移 ＋7.8 ＋2.2 －2.2 ＋1.7 ＋5.7 ＋6.0 表７ 個別の指導計画を作成した児童の単元末テスト４教科の平均点（泉小）  （点） 

 泉小 城西中 日時 放課後 週１回 45分間 試験期間中 １時間 長期休業中 ３時間 対象 ４・５・６年生 通過率30％未満の児童中心 全学年 通過率30％未満の生徒中心・希望者 表６ 補充学習の取組状況 

 泉小 山手小 城西中 昨年度 85.5 72.4 53.8 １学期末 86.9 70.8 73.6 10月 88.9 83.1 72.2 昨年度からの推移 +3.4 +10.7 +18.4 
（％） 

（％） 

表３ 毎日１時間以上（中），毎日50分以上（小高学年）学習する児童生徒の割合  

表５ 試験期間中 自主ノート１冊達成者の割合（城西中） 
表４ ノーメディアデーに取り組んだ児童生徒の割合  中学校（８日以上） 小学校（２日以上） 昨年度 39.2 73.0 今年度 42.7 74.9 ※中学校の試験期間に合わせて中学生は８日・小学生は２日（年間２回実施の平均） （％） 

「桜坂」の内容 ・学びのすすめ ・家庭学習について ・提出物について ・各教科の学習について 等 


