
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    推進校名推進校名推進校名推進校名：：：：熊野町立熊野東中学校熊野町立熊野東中学校熊野町立熊野東中学校熊野町立熊野東中学校    所在地所在地所在地所在地：：：：安芸郡熊野町萩原一丁目安芸郡熊野町萩原一丁目安芸郡熊野町萩原一丁目安芸郡熊野町萩原一丁目23232323番番番番１１１１号号号号    ＨＨＨＨ ＰＰＰＰ：：：：www.ocn.ne.jp/home/higasijh/www.ocn.ne.jp/home/higasijh/www.ocn.ne.jp/home/higasijh/www.ocn.ne.jp/home/higasijh/    学校規模学校規模学校規模学校規模：：：：１３１３１３１３学級学級学級学級，，，，４２０４２０４２０４２０名名名名        １１１１    研究研究研究研究のののの概要概要概要概要 （１）研究テーマ及び研究のねらい ①研究テーマ 「主体的に学ぶ生徒の育成」     ～学力向上のための指導方法の工夫～ ②研究のねらい 本校の生徒は，何事にもまじめに物事に取り組み，教師が指示したことに対して素直に行動できる。しかし，自分から積極的に進んで行動できる生徒は少ないという実態がある。また，平成20年度の広島県｢基礎･基本｣定着状況調査の数学，全国学力･学習状況調査の国語，数学において，平均通過率が広島県平均を下回っている。これらのことから，本研究では生徒自らが主体的に学ぶことをとおして，学力を向上させることを目的とした。 （２）研究組織・体制 学校全体の取組とするため，国語・数学・英語の各部会以外に，基礎研究部・調査分析部・広報部を置き，昨年度同様にすべての教職員がいずれかの部会に所属して取組を進めていく組織とした。             （３）研究内容 ①授業改善 ・国語･数学･英語の３教科 全国学力･学習状況調査，広島県｢基礎･基本｣定着状況調査の誤答分析に基づく指導方法を改善し，研究授業，単元ごとの評価問題による検証，調査問題による１年間の取組の検証を行う。 ・国語･数学･英語の３教科以外の教科 現状の分析（定期テスト等の誤答分析）からの授業改善の方法を追試する。そのため，３教科の指導案に基づいた形式で指導案を作成し，一人１研究授業を行う。 ②生徒，教職員への意識調査 ・５月･９月･１月の３回，定期的に調査を行い，生徒の状況把握と計時変化を確認し，取組に対する検証の指標のひとつとする。 ③基礎学力の定着 ・ＨＲ学習（朝５分，夕５分） 

・確認テスト（２週間に一度） ・ステップアップ教室（放課後学習） 対象者：確認テストで基準に到達しなかった者 実施日：確認テスト後10日以内 ④家庭学習 ・国語，数学，英語において，年間を通した家庭学習を設定し，授業内容と関連を図った内容とする。（ひろしま学びのサイクル） ・現在行っている家庭学習の意義や効果を生徒に繰り返し指導する。 ⑤少人数グループ（４人班）の活用 ・学習班の基本は４人とし，司会・発表・記録・世話の役割を分担して，傍観者が出ないようにする。話し合いや教え合い，共同作業などの活動に活用する。 ・男女２名ずつをクロス席に配置し，話し合いがより活発になるよう工夫する。 ⑥言語活動の充実 ・各学年に応じた言葉の学習時間を設定し，与えられた課題に対し，根拠を示しながら自分意見を述べる活動を行う。 ・各教科の特性を生かした言語活動を充実させる。   全ての教科で，具体的な活動の場面と指導の手立てについて検討する。 ⑦学習意欲の向上 ・学習意欲を向上させるための理論的な研修（メタ認知・動機付け）を行う。 ・学習オリエンテーションを年数回実施する。なぜ学ぶのか（動機づけ），めざす生徒像（ゴール），意識調査の結果（振り返り），成果などについて指導者が全校生徒対象に対話形式で行い，教師と生徒の共通認識をはかる。 ・授業の振り返りをさせるため，自己評価等の工夫を行う。  ２２２２    研究研究研究研究のののの成果成果成果成果とととと課題等課題等課題等課題等 （１）成果 ・全国学力･学習状況調査及び広島県｢基礎･基本｣定着状況調査の結果，全国学力学習状況調査の国語Ａにおいて，若干広島県平均を下回ったが，他はすべて平均もしくは平均を上回っている。 ・平成22年9月実施の生徒アンケートによると，「学校の授業の予習をしています」と答えた生徒が64.2％となり5月より10.8ポイント上昇，「学校の授業の復習をしています」と答えた生徒が66.8％となり5月より8.2ポイント上昇した。学習オリエンテーション等により予習・復習の重要性を意識し，家庭学習をする生徒が増えてきている。 ・「力をつけたい，分かるようになりたいから勉強する」と答えた生徒が77.8％，「学習を最後までやり遂げてうれしかった」と答えた生徒が88.7％であり，学習動機や意欲が高い生徒の割合が増えてきた。 （２）課題 平成22年度は「家庭学習のあり方」「学習意欲の向上」「思考力・表現力」に重点を置いて取り組んでいる。「自分の考えや意見を，具体的な例を挙げ順序に気を付けながら話しています」の肯定的評価が5月52.7％，9月52.3％であり，「思考力・表現力」の領域において依然課題がある。また，２学期は自分で計画を立てて勉強する生徒が減少し，「やりなさい」といわれて勉強する生徒が増えた。学習動機及び意欲の面にまだ課題が残っている。  



（３）今後の改善方策等 ・「思考力，表現力」を高めるために，全ての教科で，言語活動充実のための指導について検討し，教師が意識して授業展開の中に仕組むよう工夫する。 ・見通しをもった学習を主体的に進めていくために，計画的な学習を進める方策を，学年全体で検討していく。 ・授業のめあてに照らした振り返りをさせることで，「わかった」という実感をもたせ，更なる学習動機や意欲につなげる。  ３３３３    実践事例実践事例実践事例実践事例 【国語】 （１）教科の調査結果の分析 〔平成２２年度全国学力・学習状況調査〕国語Ｂ ３の三 発表に使用する際の資料の提示の仕方について，条件を満たした根拠を添えて具体的に記述する問題の通過率が低い。 正答（38.1%） 誤答・なぜその方法をとったのかの理由を適切に書いていない。 →（19%） ・選んだ方法に対して，修正の具体的なやり方が書かれていない。                       →（7.5%） ・提示する資料の中にある言葉を使っていない。→（3.4%）     ・具体的なやり方とその理由を書いていない。→（5%） ・解答を書くための条件が何であるかを読み取れていなかったり，文の成分の係り受けが整っていなかったりするために誤答となっている。→（15%） 以上のことから，生徒のつまずきの原因として，問題文から何を解答すべきかを読み取り，条件にしたがって書く力が身に付いていないことが考えられる。また「文法的に正しい文」で表現する力も不十分であることがうかがえる。 （２）調査結果からの課題 【課題となる力】 ・問題文から何を解答すべきかを読み取り，条件にしたがって文章で表現する力 ・主・述や修飾・被修飾など係り受けの整った文を書く力 【指導上の課題】 ・問題文から問われていることを的確に読み取る指導が十分でない。 ・問題文に示されている条件を理解し，条件にしたがって文章を書かせることが十分でない。 （３）学年  第２学年 （４）単元の紹介 ① 単元名 効果的な話し方をしよう （東京書籍「新しい国語」P104～P109）  ② 単元の目標 
 

③ 単元の展開（指導計画）（全４時間） 

（５）授業改善のポイント  ①指導方法の工夫 ・問題文に指示されている条件にアンダーラインを引き，確実に捉えさせる。 ・修正案にしたがって班で全ての修正案の検討をさせる。  （修正案１）タイトルの変更  （修正案２）資料の選定 （修正案３）視覚（聴覚）上の工夫 ・その修正方法について，具体的に説明した文章を書かせる。 ・一文ごとに，主・述，修飾・被修飾の関係が適切かどうかを振り返らせる。  ②教材の工夫   プレゼンテーションをする目的で提示資料を実際に作成する。その作成した資料をもとに，より効果的なプレゼンテーションをするために修正をする。紹介する内容や構成を考え，問いの中にある条件を確認して発表のための文章を整えて書く活動を取り入れる。  ③評価の工夫（評価問題，調査問題も含む） ・提示資料について,授業で取り扱った内容とは別の視点で修正させる評価問題を作成した。 ・問題文から何を解答すべきかを読み取り，条件にしたがって文章で表現できるかどうかを見る。 （６）授業の様子（生徒の変化）   実際に自分たちで作成した資料を使ってのプレゼンテーションが目的のため,発表を前にしての資料の修正活動に高い意欲を見せて取り組んだ。少人数グループでの修正の具体案を検討する過程で,互いの意見を聞き合い,より効果的な案を工夫しながら考えていた。 （７）検証   評価問題を6月定期テストで実施した。課題となった問題の類似問題についてその通過率の変容を確認できた。正答が62％。準正答（文章表現や漢字の誤記などで減点）が10％,  条件①の「具体的な修正方法」を明記していない解答や条件②の「字数」を満たしていない解答が10％。時間が足らず途中で文章が途切れているものや書くことが苦手で無解答の生徒もまだ見られる。 （８）成果と課題 学習の結果,７割程度の生徒は問題文から何を解答すべきかに意識を払い，条件にしたがって文章を書くことができた。また， 「文法的に正しい文章」で表現することに関して,単純な主述のね
国語への関心・意欲・態度 書く能力 言語事項 目的や意図に応じて文章を読み，情報を集めて効果的に活用しようとする。 自分の意見が相手に効果的に伝わるように，根拠を明らかにし，論理の展開を工夫して書くことができる。 文の中の文の成分の順序や照応，文の組み立てなどについて考えることができる。 

評 価 次 学習内容（時数） 関 書 言 主な評価規準 一 ・学習材「効果的な話し方をしよう」）を読み，プレゼンテーションのやり方を知り，流れを確認し，企画・計画を立てる。（２時間） ◎ ○  目的や意図に応じて文章を読み，情報を集めて効果的に活用しようとしている。 二  ・より効果的に伝えるための修正案を考える。 ・問いと条件を理解した上で，自分の考えを説明する文章を分かりやすく書く。(本時1/1) 
     ◎     ○     自分の意見が相手に効果的に伝わるように，根拠を明らかにし，論理の展開を工夫して書いている。 三 ・プレゼンテーションを行い，相互評価と自己評価をする。 （１時間） ○ ◎  文の中の文の成分の順序や照応文の組み立てなどについて考えている。 



じれは減少した。このことは，ポイントを絞って，文章を見直す活動を取り入れたことにより，｢正しい文章｣に対する生徒の意識が高まったためと考えられる。   今後の課題としては，正しい文で「書くこと」を定着させることが挙げられる。何より「書くこと」は繰り返しの学習,積み重ねが必要な分野であるため,「書くこと」を意図的に授業に組み入れ，正しい文で書く力を身に付けさせていきたい。また，生徒自身が自分の書いた文章を見直す習慣をつけるような指導についても，より一層徹底していきたい。    【数学】 （１）教科の調査結果の分析 平成22年度全国学力･学習状況調査における数学Ｂ問題□2（２）の本校通過率は21.8％であった。これは２n＋１が自然数であることや３(２n＋１)が３の倍数であることなどの記述が不十分，あるいは誤っているなど，数学的に表現する力が不十分であることや，６n＋３から３(２n＋１)への式変形ができていない，あるいは問題の把握ができていないといったことが考えられる。 （２）調査結果からの課題 【課題となる力】  ・問題を正しく読み取る力  ・規則に従って求めた数について，予想された事柄が一般的に成り立つ理由を文字式を用いて数学的に説明する力 【指導上の課題】 予想される事柄や規則が一般的に成り立つ理由を数学的に表現する指導が十分でない。 （３）学年    第２学年 （４）単元の紹介 ① 単元名 「式の利用（文字式を使った説明）」 ② 単元の目標  
③ 単元の展開（指導計画）（全７時間） 評   価 学習内容 （時数） 関 考 表 知 評 価 規 準 ○    具体的な場面で，目的に合うように式を変形して考察することに関心をもち，活用しようとする。 等式の変形(1.5)   ◎  移行や等式の性質を使って，等式を目的に合うように変形することができる。 文字式を利用した説明(3.5)   ◎  数量及び数量の関係を文字式を使って一般的に表現し，数や図形の性質を説明することができる。 １章のまとめと問題(1)  ○ ○ ○ 文字式の計算および文字式を使った説明ができる。 

深めよう(1) (本時)  ◎   図形の性質を，文字式を使って説明することができる。 （５）授業改善のポイント  ①指導方法の工夫 問題を正しく読み取り，どんな問題かを把握させること，予想される事柄や規則が一般的に成り立つ理由を数学的に表現する学習の指導を行う。文字式による説明については，次の手順で指導し，説明の仕方を理解させる。 ・分かっていること，求めることを問題文や図から読みとらせる。 ・具体的な数を用いて，問題の意味を理解させる。 ・文字式を使って表し，どのように計算をするか，導くべき式の形はどんな形かを確認させる。 ・類似問題による反復練習をさせる。  ②教材の工夫 ・根拠が示せないグループに対してのヒントカードの配布 ・具体物を用いての確認  ③評価の工夫（評価問題，調査問題も含む） 【評価問題】 

（６）授業の様子（生徒の変化） ヒントカードを配布することで自分たちで問題に取り組むことができていた。証明したことが正しいということを具体物で確認すると生徒も納得することができた。 （７）検証 (1)では正答率は80.9％であった。誤答例として，「４n，６n」や「２n＋１，２n＋２」があった。具体的な偶数から，２ずつ増えていくという規則性が把握できていないため，「2，4，6」と単純に n にかけたり，連続する整数の表し方と同様に１ずつ増やしたりして表している。 (2)では完全に説明できた解答は，32.1％である。連続する３つの偶数の和を６(n＋１)まで計算できた解答は，51.1％であった。「６の倍数であること」を示すためには６×(文字式)の形にしなければならないが，それが理解できておらず，3×（文字式）の形で計算している解答があった。また，６(n＋１)までできているがその後が，「n＋１が整数である」ことが説明できていない，または説明していない解答が多くあった。 （８）成果と課題 問題文を正しく読み取り，生徒に説明させる工夫をしたことで，式をつくること，および目的に応じて式変形をすることができるようになってきた。また，ヒントカードを配布したり，４人班を活用することで，数学が苦手な生徒も意欲的に課題に取り組むことができた。その結果，全国学力･学習状況調査との通過率を比べても21.8％から32.1％と上昇したのは一定の成果があったと考える。 しかし，上昇したとはいえ，まだまだ通過率は低い。上

関心・意欲・態度 具体的な事象から性質を見いだそうとし，文字式を利用してそのわけを説明しようとする。 見方・考え方 文字式を利用して,具体的な事象の中にある性質を一般的に説明したり,数量の関係を考察したりすることができる。 表現・処理 数量及び数量の関係を文字式を使って一般的に表現し,具体的な事象の中にある性質を説明することができる。 知識・理解 文字式を用いると,具体的な事象の中にある性質が一般的に説明できることを理解している。 

「2＋4＋6＝12」「10＋12＋14＝36」のように，連続する３つの偶数の和は６の倍数になる。このことを，次のように文字式を使って説明した。 〔説明〕nを整数として，連続する３つの偶数のうち，もっとも小さい偶数を２nとすると，連続する３つの偶数は，２n，  ア  ，  イ  と表される。    それらの和は，    したがって，連続する３つの偶数の和は６の倍数になる。 このとき次の問いに答えなさい。 (1) ア，イにあてはまるものを答えなさい。 (2)     にあてはまる説明を書きなさい。 



記のように51.1％の生徒が式をつくり変形できても，そこから数学的に説明できているのは32.1％である。文字式をつくるだけでなく，そのつくられた文字式の意味や文字を使うことの意義等をさらに丁寧に指導する必要がある。そのためにも日々の授業の中で，数学的な表現や説明を意識して指導していく必要がある。  【英語】 （１）教科の調査結果の分析 平成22年度広島県「基礎・基本」定着状況調査 ＜会話文の組み立てに関する問題＞（％） 正答（ア） 誤答（イ） 誤答（ウ） 誤答（エ） 24.8 25.6 19.8 28.1 この結果から，一般動詞とbe動詞の区別ができていない，会話のつながりを意識していない，主語が何かを把握できていないなどが考えられる。 ＜英文のつながりを考えて書く力に関する問題＞（％） 類型1 類型２ 類型３ 類型４ 無解答 12.4 0.8 28.1 3.3 2.5 通過率44.6％のうち最も多かったのは解答類型３で，このことから文と文のつながりに注意して正しく書こうとはしているものの，文字を正しく書くことや，複数形・冠詞・前置詞や動詞の３人称単数形の誤りなどの文法的な誤りが多いことがわかる。また，正答はわずか12.4％であり，まとまりのある文を書く力が不十分であると言える。 （２）調査結果からの課題 【課題となる力】 ・適切な語を用いて会話文を組み立てる力 ・文字や符号を識別し，主語と動詞等の語と語のつながりに注意して正しく書く力 ・文と文のつながりに注意して，文章を書く力 ・be動詞と一般動詞を区別して運用する力 【指導上の課題】 ・まとまった文章を読む中で，主語，動詞や代名詞が指す事柄を意識して読ませる指導が十分でない。 ・表現活動を行う中で，語と語のつながりや文のつながりを意識して表現させることが十分でない。 ・be動詞と一般動詞の区別させる指導が十分でない。 （３）学年    第１学年 （４）単元の紹介 ① 単元名  Unit3 グリーン先生の初授業 ② 単元の目標   コミュニケーションへの関心・意欲・態度 ①間違うことを恐れず，意欲的に英語を書いたり話したりしようとしている。 表現の能力 ①一般動詞を用いて，語と語のつながりに注意して正しく文を書くことができる。 ②一般動詞の疑問文を用いて相手にたずねたり応答したりすることができる。 ③自分自身についてまとまりのある文を書くことができる。 理解の能力 ①書かれた内容を正確に読み取ることができる。 言語や文化についての知識・理解 ①一般動詞の文構造等について理解している。   

③ 単元の展開（指導計画）（全７時間） 

（５）授業改善のポイント  ①指導方法の工夫 ・文構造を理解させるためのパターンプラクティスを活用する。 ・まとまった文章を読む際，主語と動詞を意識して読めるような発問やワークシートの工夫を行う。 ・語と語，文と文のつながりを意識した表現活動をする。 ・様々な形態の英文を扱う。 ・日々の家庭学習と関連付ける。 ②教材の工夫 ・文構造を理解させるためのワークシート，一文からまとまった文を書くことにつなげるワークシートの工夫 ③評価の工夫（評価問題，調査問題も含む） ・be動詞と一般動詞の違いを見取るための問題の作成 ・段階を追った問題の作成 （６）授業の様子（生徒の変化） 文構造を理解するためのパターンプラクティスを行ったことにより，語順を意識して一文を書くようになってきた。また，文のつながりを意識させた指導を行うことにより，前後のつながりを考えながら文章を書こうとするようになってきた。 （７）検証   ＜be動詞と一般動詞の違いを見取る問題＞    肯定文…通過率92.8％ 疑問文…通過率81.1％   ＜まとまった文を書く問題＞ 通過率…70.8％ （８）成果と課題   一問一答ではなく，教師が意識して答えに対する理由を尋ねたり，表現活動で扱うモデル文をつながりを意識した２文以上の構造にしたことにより，質問に対し２文以上で答えたり，接続詞などを用いてつながりを意識して文を書くことができる生徒が増えてきた。  しかしながら，be動詞と一般動詞の区別についてはおおむね理解できていると考えられるが，十分ではない。また大文字・小文字，単語，符号のミスによる間違いも多い。「文のきまりにしたがって正しく一文を書く力」をつけるために，机間指導における個別指導や宿題添削等の指導を，継続的に行っていく必要がある。 

 学習内容 関 表 理 知 評価規準 １  一般動詞の形・意味・用法の理解 本文内容確認        ○ ◎ 一般動詞の形・意味・用法を理解している。 書かれた内容を正確に読み取ることができる。 ２  一般動詞を用いての表現活動①    ◎       一般動詞を用いて，自分が関心のあるものについて書くことができる。 ３ 一般動詞の疑問文の理解 本文内容理解      ○ ◎    一般動詞の疑問文と応答の形・意味・用法を理解している。 内容を正確に読み取る。 ４  一般動詞の疑問文を用いたコミュニケーション活動    ○ ◎         一般動詞を用いてインタビューすることができる。 「話すこと」の言語活動に積極的に取り組んでいる。 ５ 一般動詞の否定文の理解 本文内容理解       ○ ◎ 一般動詞の否定文の形・意味・用法を理解する。 書かれた内容を正確に読み取ることができる。 ６ 一般動詞（否定文）表現活動  ◎     一般動詞の否定文の用法等に留意し，自分自身について書くことができる。 ７ 表現活動（自己紹介文） ○ ◎   自分自身についてまとまった文を書くことができる。 


