
（同一集団） （単位：ポイント）

事業名事業名事業名事業名：：：：中学校学力向上対策事業中学校学力向上対策事業中学校学力向上対策事業中学校学力向上対策事業    推進地域名推進地域名推進地域名推進地域名：：：：庄原庄原庄原庄原地区地区地区地区研究推進地研究推進地研究推進地研究推進地域域域域    推進地域推進地域推進地域推進地域をををを構成構成構成構成するするするする学校学校学校学校    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    庄原市立西城中学校庄原市立西城中学校庄原市立西城中学校庄原市立西城中学校    ４４４４    ８８８８８８８８名名名名    庄原市立口和中学校庄原市立口和中学校庄原市立口和中学校庄原市立口和中学校    ４４４４    ５５５５５５５５名名名名    庄原市立高野中学校庄原市立高野中学校庄原市立高野中学校庄原市立高野中学校    ５５５５    ６６６６６６６６名名名名    庄原市立比和中学校庄原市立比和中学校庄原市立比和中学校庄原市立比和中学校    ３３３３    ３９３９３９３９名名名名    １ 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       生徒の思考力・表現力の育成をめざして  ～「『ひろしま』学びのサイクル」を生かした授業づくりを通して～ ②研究のねらい 「『ひろしま』学びのサイクル」を基に，思考力・表現力の育成の基盤となる基礎的・基本的な学力を付けると同時に，小規模校の特性を生かした「『庄原版』学びのサイクル」を策定し，組織的な授業改善を推進していく。              （２）研究組織・体制（省略） （３）研究内容 ①学力調査等の分析 【広島県「基礎・基本」定着状況調査の４校と県との平均通過率の差】     【全国学力・学習状況調査の４校と県との平均通過率の差】 
 【中学校学力向上対策事業 生徒質問紙調査のH22年1月と5月の比較】 

   ○ 広島県「基礎・基本」定着状況調査（同一集団）に  おける４校と県との平均通過率の差から基礎的・基礎 的な学力の向上が見られた。 国語 語句の意味を理解して文脈の中で使うこと，表現の仕方に注意して読み，内容について理解することなど活用力に課題がある。 

数学 計算力は付いているものの，その理論を問われると，問いに対して正しく答えられないという課題がある。 英語 広島県「基礎･基本」定着状況調査において県平均通過率と４校を比較すると－3.0ポイントの差があり，「読むこと」「書くこと」に課題がある。 生徒  予想して問題解決する意識が下がっていることから，学習のめあてに対して問題解決の見通しをもたずに学習しているという課題がある。   ②授業改善の視点   ○ 「『庄原版』学びのサイクル」に基づく授業モデルの共有化及び継続的な検証  １ねらいを明確にする。 ２既習内容等しっかり身につけさせ，確認する。 ３個人思考の場を設定し，書くことにより考えをもたせたり深めさせたりする。 ４ペアや小集団の活用を通して，考えを表現させる。 ５構造的な板書やノート指導，言語技術の活用を通して，簡潔に表 現させる。 ６学習を振り返らせ，自己評価の充実を図る。 ７学習内容とリンクした家庭学習を充実させる。  ○ 各教科における改善ポイント 国語 文章全体を大まかにとらえることによって場面の変化を捉えさせる。また，言葉を手掛かりに心情を読み取らせ，表現させる。 数学 数学的活動を通して見出した事柄や筋道を，自分の力で論理的に説明する力の育成を図る。 英語 個人思考やペア・小集団の学習の場を設定し，「読む」「書く」活動を工夫しながら，正しい語順でつながりのある英文が書けるようにする。   ２ 研究の成果と課題等 （１）検証 【中学校学力向上対策事業 生徒質問紙調査 H21とH22 の比較】                     【中学校学力向上対策事業 学校質問紙調査 H21とH22 の比較】        （２）成果  ○ 生徒質問紙調査の結果から，学び方についての向上が見られた。また，学校質問紙調査の結果から全項目で数値が上昇した。指導者が「『庄原版』学びのサイクル」に基づく授業改善に取り組むことで，思考を深める学習スタイルが生徒に定着しつつあると言える。 （３）課題   ○ 授業改善への取組が，各学力調査の結果に表れていない。既習事項を定着させること，考えを相手に分かるように表現したり，比較検討させたりすることが必要である。 （４）今後の改善方策等 ○ 「『庄原版」学びのサイクル』」に基づく授業改善を進め，授業の質を高めていく。特に，思考を深めるための発問を工夫し，ねらいに迫るための学習活動の充実を図る。 ○ さらに思考を深めるため，表現する活動に重点をおき，教科に応じた言語活動の充実を図る。   

 国語 数学 H19(小5) ＋0.9 -4.2 H22(中3) ＋1.1 -0.8  国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ H19(小6) －0.2 －2.9 ＋2.4 ＋2.4 H22(中3) －0.1 ＋0.1 －2.7 －1.1  解決したり決めたりするときに予想している（％） H22年１月 82.3 H22年５月 79.0 
（同一集団，単位：ポイント） 
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３ 実践事例   【国語】 （１）調査結果の分析   ４校の平均と，県平均や全国平均を比較した。 【広島県「基礎・基本」定着状況調査】     【全国学力・学習状況調査】      【広島県「基礎・基本」定着状況調査  昨年度，県で課題となった問題】        （２）調査結果から明らかになった主な課題   ○ 主語と述語の関係を理解させること   ○ 論の展開や構成を理解させること   ○ 言葉を手掛かりに登場人物の心情を把握させること （３）４校共通の指導改善のポイント ①３領域の指導の中で主語・述語の関係を取り上げる。 ②文章構成図を作らせる・形式段落を並び替えさせる等，文章全体における段落相互の関係について整理させる。 ③言葉を手掛かりに心情を読み取らせ，書かせる。 ④読み取ったことを自分の言葉で表現させる。 ⑤考えを交流する場を設け，考えを比較・検討させる。 （４）学年 庄原市立西城中学校 第２学年 （５）単元の紹介 ①単元名 人間のきずな「字のないはがき」向田邦子   ②本単元に係る調査結果の分析 【平成22年度広島県「基礎・基本」定着状況調査三３③】 設問のねらい 通過率（％） （無回答率） 言葉を手掛かりに，登場人物の心情を読み取ることを問う問題である。 51.3 （12.2）  （６）授業の様子 ①本時の目標    ○ 文章の叙述を根拠にしながら，末の妹が帰ってきたときの父の心情を読み取る。 ②本時の学習展開 ア 末の妹の疎開前，疎開先での妹の様子から父の心情を読み取る。                     イ 父の視点で書き換え，末の妹が帰ってきたときの 父の心情を考える。    

  ウ 書き換えた文章を班で交流し，発表する。                                             エ 本時を振り返り，次時の学習内容を確認する。 （７）検証 ○ 平成22年度広島県「基礎・基本」定着状況調査三３③「登場人物の心情把握」の類似問題を検証問題として，出題した。また，生徒質問紙調査国語(13)を実施した。 ≪全体の変容≫   【登場人物の心情把握】   【言葉や文に注意して読む】                                    ○ 言葉や文に着目して心情を読み取ろうとする生徒の割合が24ポイント増加した。心情の読み取り方が定着しつつある。 （８）成果○と課題●   ○ 言葉を手掛かりに読み進める学習を継続することで，「心情の読み取り方」が定着しつつある。 ○ 読み取ったことを書く活動を設定することで，心情を示す言葉を手掛かりに読み取る生徒が増えてきた。   ● 言葉や文章の解釈について今後も交流する場を設定し，読み取る力を高める必要がある。   ● 主語を明確にした記述が不十分である。書いた文章を読み返させる等，各教科等で継続した取組を行う必要がある。 

・言葉を手掛かりに，登場人物の心情を読み取ることができていない。 ・読み取ったことを条件に沿って自分の言葉で表現することができていない。 

  茶の間に座っていた私は，娘に早く会いたくて思わずはだしで表に飛び出した。そこにはやせた娘が立っていた。幼い娘がこんなにやつれているのがかわいそうで，泣きながら娘の肩を抱いた。つらい思いをさせてすまなかったと思うと胸がいっぱいになって涙が止まらなかった。 （下線部 書き換え ） 書き換えるだけではなく，前の段落の父の姿も関連付けながら書くことで，父の心情について深く考える。 

改善のポイント①③④ 父の視点で文章を書き換えさせ，父の心情を読み取る。 改善のポイント⑤ 個々の文章を班で比較・検討させ，読み取りを深めさせる。 

改善のポイント③言葉を手掛かりに 登場人物の心情を考 えさせる。 父の心情に迫るためのキーワードに着目し，父の心配が大きくなっていったことを読み取った。 生徒の反応 

なるほど！ その言い換え 伝わるね。 
生徒の記述（ノート）  

疎開は苦しいものだと思いました。父はたくさんの愛を不器用だけど娘たちに与えていたと思います。 手紙で連絡をとると
いうのが今はあまり

考えられないが、手
紙はいいものだと思

いました。 私は娘の肩を抱き、思いっきり声を上げて泣いた。私は、
「こんなにやせてかわいそうだ」と、ずっと心の中で思って泣いた。 元気だった妹が、急にいなくなってしまうところが悲しいと思った。 

初発の感想 振 り 返 り 書き換え文（下線部） 
叙述を根拠に父の心情を読み取り、感じたことを自分の言葉で表現している。 父の視点で書き換え

た文章から、「悲し
さ」についてより深

く読み取っているこ
とが分かる。 
≪個の変容≫ 51.4 50.0050100
「基礎･基本」 検証問題

（％） 

0.0 1.1-50510 H21H22（ポイント） 5.82.4 -0.1 0.1-50510 H21H22問題Ｂ 問題Ａ （ポイント） 
8.7 -8.9 -1.4-3.1 -2.2 -0.1-10-50510 H21H22（ポイント） 主語・述語の関係 論の展開把握 登場人物の心情把握 

57.1 81.5050100 H22年6月 H22年11月 
（％） 

初発の感想 



【数学】 （１）調査結果の分析   ４校の平均と，県平均，全国平均との差   【広島県「基礎・基本」定着状況調査】    【全国学力・学習状況調査】         【広島県「基礎・基本」定着状況調査    昨年度，県で課題となった問題】        （２）調査結果から明らかになった主な課題 ○ 根拠をあげて論理的に説明すること ○ 文字を用いて数量の関係や法則を式に表現すること ○ 二つの数量関係の規則性を見つけ考察すること ○ 図形の計量の基本的な処理をすること （３）４校共通の指導改善のポイント ①明確な根拠に基づいて，自分の考えを筋道立てて説明させる。 ②自分や他者の考えを表現させ，思考力・表現力を高めるためのノート指導を充実させる。 ③ペア学習やグループ学習での交流において，個人の考えを他者の考えと比較検討し，練り上げたものを全体に表現し，伝え合う場面を設定する。 （４）学年 庄原市立高野中学校 第２学年 （５）単元の紹介 ①単元名 一次関数 ②本単元に係る調査結果の分析 【平成22年度広島県「基礎・基本」定着状況調査 ６(２)】 設問のねらい 通過率 (％) いくつかの具体的事象の中から，比例の関係にあるものが判断できるかどうかを問う問題である。 40.0  ・問題内容を把握し，χとｙの関係を適切な式で表すことができていない。 ・表した式が比例の関係であるか判断できていない。 （６）授業の様子 ①本時の目標  ○ 具体的な事象の中からともなって変わる二つの数 量を見いだし，その関係を表や式で表し説明する。 ②本時の学習展開   ア 問題の確認 【問題】１本５cmのマッチ棒を，図のように階段状    に並べます。階段の段数をχとするとき，    ともなって変わる数量ｙはどのようなもの    があるでしょうか。           イ 学習課題の設定  

ウ 個人思考  ・ともなって変わる数量関係を表や式をもとに考察する。 ・表をもとにして自分の考えをノートに書く。   エ グループ学習            オ 全体交流             カ 学習のまとめと振り返り   「難しかったけど，表から式を作る作り方がよくわかった。」 ・ 家庭学習として，「『庄原版』学びのサイクル」に基づいて本時の学習内容にリンクした内容を出題する。 （７）検証 ○ 平成22年度広島県「基礎・基本」定着状況調査6(2)の類似問題を検証問題として出題した。 次のア～ウについて，ｙがχの一次関数であるものはどれですか。その記号を書きなさい。 ア １辺がχcmの正方形の面積をｙcm２とする。 イ 13歳のひろし君のχ年後の年齢をｙ歳とする。 ウ 36ｍのリボンをχ人で同じ長さに分けるときの１人分の長さをｙｍとする。        ○ 通過率は上昇しているが，約半数の生徒は誤答であった。問題内容の把握や，二つの数量関係について規則性を見つけ表や式に表現することができていない。 （８）成果○と課題● ○ 他者の考えをメモし自分の考えを発展させてノートにまとめることができるようになった。また，ノート記述を基に説明をする生徒や，全体交流で他者の意見に自分の考えを付け加える生徒が増えている。 ○ ペア学習やグループ学習を取り入れ，伝え合う活動を行うことにより，個人思考から集団思考へとつなぎ，個々の思考を深めることにつながってきている。 ● 生徒は自分の考えを表現することに苦手意識があり，発表の場面において発展させることが少ない。考えの比較検討となる教師の働きかけの工夫が必要である。 ● 数量の関係等を表や式をもとに考察することができる生徒は増えているが，条件過多の問題等の把握に課題がある。問題内容の把握のための工夫が必要である。 【目標】ともなって変わるχとｙの関係を見つけ，その関係を考察しよう。 【課題】 階段の段数χにともなって変わる数量をｙとするとき，χとｙの関係を表で表し，その関係を説明しなさい。 

改善のポイント① 表や式をもとに根拠を明確にし，χとｙの関係について，自分の考えを説明する。 
改善のポイント② グループごとにχとｙの関係について比較検討した考えをノートに記述し，その記述をもとに根拠を明確にして説明し合い，練り上げる。 
改善のポイント③ グループでの練り合いにおいて，他者の考えをメモしながら聞き，比較検討を行う。 
 段数χが１増えるごとに，頂点の数も２本ずつ増えていて，それに２をたすとｙの値になるから，求める式はｙ＝２χ＋２になります。 (生徒の発言内容) 生徒の反応（ノート記述） 

段の数が変化する様子を電子黒板に提示し，χにともなって変わる数量について見通しをもたせ，様々な数量に着目させる。 導入の工夫 ｢高さ｣｢底辺の幅｣｢面積｣｢多角形の辺の数｣「多角形の頂点の数」 「多角形の辺の長さ」「９０°の数」「へこみの数」「マッチ棒の数」「下の幅の 長さ」等，生徒から多様な考えが出た。 生徒の反応 生徒の考え中で，「多角形の頂点の数」「へこみの数」「マッチ棒の数」「下の幅の長さ」をｙとして考えさせることとした。  

 【マッチ棒の本数】表から，本数ｙは段数χの４倍になっているから，式はｙ＝４χになる。 【頂点の数】表から，頂点の数ｙにするには，段数χの数を２倍して２をたさないといけないので，求める式はｙ=２χ＋２になる。 生徒の反応（発言内容） 
色ペンを使ったり，表に矢印を引いたりしながら個人の考えをグループ内でしっかり交流していた。  

-2.8 -0.8-50510 H21H22(ポイント) 3.2-1 -1.2-2.8-50510 H21H22(ポイント) 問題Ａ 問題Ｂ 
9.2-16.5-13.3-7.8 6.3-5.1-20-15-10-5051015 H21H22

  (ポイント)関係を文字式で表す 垂直な面 円錐の体積 

1035 550102030405060 ア イ(正答) ウ検証問題
   (%)3030400102030405060 ア(正答) イ ウ6(2)

   (％)



【英語】 （１）調査結果の分析 ４校の平均と，県平均との差 【広島県「基礎・基本」定着状況調査】     【広島県「基礎・基本」定着状況調査 昨年度，県で課題となった問題】           （２）調査結果から明らかになった主な課題   ○ 一般動詞とbe動詞の疑問文の違いや用法を理解させること   ○ 代名詞など，指示語を理解させること ○ つながりのある英文を正しい語順で書くこと （３）４校共通の指導改善のポイント ①小テストを行う等，学習のフィードバックを行い，既習事項の定着と家庭学習の習慣化を図る。 ②生徒の興味・関心を高め，学習意欲を持続させるような活動を仕組む。 ③個人思考やペア・小集団による活動の場を効果的に取り入れる。 ④ワークシートを工夫し，正しい語順で指示代名詞を意識した，まとまりのある英文が書けるようにする。 （４）学年 庄原市立西城中学校 第２学年 （５）単元の紹介 ①単元名 Unit5 A Park or a Parking Area? ②本単元に係る調査結果の分析 【平成22年度広島県「基礎・基本」定着状況調査９】 設問のねらい 通過率（％） 代名詞や指示語の意味を理解して，つながりのある英文を理解しているかを問う問題である。 21.4      （６）授業の様子   ①本時の目標 ○ if節を用いた文の形・意味・用法を理解する。 ○ つながりのある英文になるようにif節を用いた文を書くことができる。 ②本時の学習展開 ア ウオームアップ・復習する。      イ 本時のねらいを確認する。       

ウ 文の構造を理解し，練習する。      エ グループごとに，ifを含む３～４文の英文を並べ替える。           オ ifを使った英文を考え，つながりのある英文をつくる。         カ 学習のまとめと振り返り   ・ 振り返りカードに学習の振り返りを記入する。 （７）検証 ○ 平成22年度広島県「基礎・基本」定着状況調査９と類似した問題を単元末テストに出題した。       【６月と１１月の県との通過率の差の比較 】      ○ 指示語の意味，用法を理解させることができたため，通過率が向上した。このことによりつながりのある英文が理解できつつある。 （８）成果○と課題● ○ 指導者が授業の中で既習の英語を使うことにより，英文を聞き取る力や疑問詞の活用に向上が見られた。 ○ 代名詞や指示語の指す内容に注意させながら，英文を読ませる指導を継続することにより，つながりのある英文が理解できるようになってきた。   ● この授業後に行った評価問題の結果から，一般動詞とbe動詞の用法の理解が不十分であることがわかった。既習事項の定着のための繰り返し学習と家庭学習の充実を一層図る必要がある。 ● 授業において，２文以上で詳しく説明させたり，書かせたりする指導が不十分であることから，質問には２文以上で答えさせる，書くときは代名詞を用いて２文以上で書かせる指導を意図的に取り入れる。 

改善ポイント③ それぞれの文の意味を理解し，つながりのある英文を組み立てる活動をグループで共同で行う。 行う。 
改善ポイント④ 最初の英文と最後の英文の間に，接続詞ifを用いて，つながりのある英文を書かせる。 

改善ポイント② 新聞の運勢欄にある文をif節を含む英文に訳して聞かせ，興味・関心を高めながら，文構造の大まかな意味をとらえさせる。 

If I have time, we will help you.  If 主語＋動詞, 主語＋動詞. We will help you ,if I have time. 主語＋動詞if 主語＋動詞. 

次の①～④の英文を並べ替え，つながりのある文にしなさい。 ①Momiji Junior High School is a new school. ②We play tennis after school. ③It is our favorite sport. ④Emi and I go there by bus. ( )-( )-( )-( ) 

 
Yumi’s birthday is November 15th. she will be happy.  
We will have time to go there. Where do you want to go tomorrow? If I have time, I want to visit Kyoto. 

改善ポイント① 家庭学習の効果を把握するための小テストを行う。 

カードによる分かり やすい板書の工夫 

・つながりを考えて英文を理解することができていない。 ・代名詞や指示語の意味を理解し，英文を読むことが不十分である。 
 家庭学習を工夫したり，休憩時間に学習したりする等，自主的に学習を行う姿が見られるようになった。  

生徒の反応 
 文構造の導入において，興味をもって聞くようになった。 【ifを使った英文例】 If you make efforts, you will If you make efforts, you will If you make efforts, you will If you make efforts, you will be encouraged by everyone.be encouraged by everyone.be encouraged by everyone.be encouraged by everyone.    

生徒の反応 

 グループで協力して意味を確認するなど意欲的に活動することができた。  生徒の反応 
 既習事項を活用し，工夫して英文を作ることができた。 【生徒が考えた英文】 IIIIf f f f IIII give her  give her  give her  give her     beautiful flowersbeautiful flowersbeautiful flowersbeautiful flowers,,,,     

生徒の反応 

 解答 ①－④－②－③ (%) -23.7 3-30-25-20-15-10-505 6月11月

-0.6 157.9 5.2 9.7-8.8-10-505101520 H21H22
適切な語を用いた会話文の組立 概要や要点の把握（リスニング）曜日の聞き取り 概要や要点の把握（リスニング） 日付の聞き取り 

（ポイント) -2.2 -3-3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.50 Ｈ２１Ｈ２２


