
事業名事業名事業名事業名：：：：全国学力全国学力全国学力全国学力・・・・学習状況調査学習状況調査学習状況調査学習状況調査のののの結果結果結果結果をををを活用活用活用活用したしたしたした調査研調査研調査研調査研究究究究    推進地域名推進地域名推進地域名推進地域名：：：：福山市福山市福山市福山市アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン推進推進推進推進地域地域地域地域    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    児童児童児童児童数数数数    福山市立川口小学校福山市立川口小学校福山市立川口小学校福山市立川口小学校    21212121    624624624624    福山市立日吉台小学校福山市立日吉台小学校福山市立日吉台小学校福山市立日吉台小学校    18181818    526526526526    福山市立神辺小学校福山市立神辺小学校福山市立神辺小学校福山市立神辺小学校    17171717    503503503503        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   「思考力・判断力・表現力等の育成」 ～授業改善及び家庭学習習慣の定着を通して～  ②研究のねらい 【平成22年度学力調査 小学校結果】         (％）      【平成21・22年度全国･学力学習調査児童質問紙 全国平均との差】    (％）      本市小学校では，全国調査及び県調査の結果から，知識・技能を「活用する力」，「家庭学習の内容」に課題があることが明らかになった。 これらの課題を克服するとともに，思考力・判断力・表現力等を高めるため，アクションプラン推進校を中心として，国語・算数の授業改善に向けた実践研究及び家庭学習習慣の定着と家庭学習の質の向上をめざした取組みを実施する。 こうしたアクションプラン推進校で行う実践研究を福山市教職員研修に位置付けるなどして，全校に普及していく。  （２）研究組織・体制             （３）研究内容  ①思考力・判断力・表現力等を育成するための授業改善   ・全国学力・学習状況調査の結果を活用した課題の分析   ・「指導改善ポイント」を明確にした指導計画の作成   ・「指導改善ポイント」を明確にした授業の実施と検証   ・視点を明確にした研究協議会の実施 

  ・評価問題の作成と検証  ②家庭学習習慣の定着及び家庭学習の質の向上を図る取組   ・「家庭学習の手引き」の作成と活用   ・予習・復習の仕方を具体的に示す   ・授業での評価（予習・復習）   ・小中連携による家庭学習   ③推進校の連携及び成果の普及   ・推進委員会，地域推進協議会への実践の持ち寄り ・研究授業を市教職員研修「授業改善講座Ⅰ」と位置付け，全小中学校から受講     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  ①思考力・判断力・表現力等を育成するための授業改善   ・全国学力・学習状況調査の結果から，類型別に誤答分析を行ったことで，単元において習得すべき「基礎・基本」と活用力を明確にし，指導上の課題を捉えることができた。  ・国語科では，文学的な文章や説明的文章の学習において，作品の特徴をつかんだり，筆者の論理を読んだりする際，「比べる」という観点と方法を習得させることで，自分の考えを根拠を基に表現する力を高めることができた。  ・算数科では，本時の問題と前時の問題との相違点に着目させることで，児童から疑問を引き出し，解決すべき課題を明確にした授業を行った。また，問題文にあう式を選択し，その根拠を説明させることで思考力，判断力を磨き，自分の考えを説明する場で比較，分類，整理といった視点をもたせ，適切な指示語を用いて説明させることができた。  ②家庭学習習慣の定着及び家庭学習の質の向上を図る取組  ・各校の課題に応じ，「家庭学習の手引き」を作成し，全家庭へ配布し，活用についてＰＴＡ総会や学級懇談会等で呼びかけたり，活用状況をアンケート調査したりしたことで家庭との連携を深めた取組を進めることができた。 ・中学校の試験期間にあわせて家庭学習の強化週間を設定するなどし，小中間の取組の連携を図ることができた。    ③推進校の連携及び成果の普及 ・中学校学力向上対策事業推進委員会及び，地域推進協議会において，実践交流及び研究の方向性の確認ができた。 ・授業研究を授業改善講座Ⅰに位置付け，全小中学校から受講したことにより，授業改善の具体を提案することができた。  （２）課題  ・思考力・判断力・表現力等を評価する評価問題として内容  の質的向上を図る必要がある。  ・家庭学習の充実に向け，手引きの活用の研究を一層深める必要がある。。  ・近隣校や校区内小中連携をさらに強める必要がある。  （３）今後の改善方策等  ・評価問題の質の向上について研究を進め授業改善サイクルの充実を図るとともに，評価問題集等の成果物を全校へ提供し，普及を図る。  ・「家庭学習の手引き」の活用について，実践交流を進め成果を検証するとともに，具体的取組等を普及する。 ・校区内主任研修会等を実施し，共通の取組をさらに進める。 

全国・学力学習状況調査 「基礎・基本」定着状況調査  国A 国B 算A 算B 国 算 市 85.8 80.0 75.9 51.0 81.5 78.8 県 85.3 81.1 77.3 51.9 82.3 79.0 国 83.3 77.8 74.2 49.3    2009(Ｈ21) 2010(Ｈ22) 家で学校の授業の予習をしている －０.１ ＋５.０ 家で苦手教科の勉強をしている －２.５    ０ 家でテストで間違えた問題の勉強をしている －８.５ －５.２  
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アクションプラン推進校 （３校） 地域推進会議  中学校 （10校） 平成22年度全国学力・学習状況調査の結果を活用した調査研究       中学校学力向上対策事業 推進委員会推進委員会推進委員会推進委員会    （（（（年年年年4444回回回回））））    ＜＜＜授 業 研 究＞＞＞ ※福山市教職員研修 授業改善講座Ⅰとし，全小中学校か受講 



３３３３    実践事例実践事例実践事例実践事例    ○ 思考力・表現力を育成するための授業改善 【福山市立川口小学校 －国語－】 （１）教科の調査結果の分析及び課題 平成22年度全国学力・学習状況調査 B ４                             （２）学年  第４学年 （３）単元の紹介 ① 単元名 本と友達になろう  （比べ読み）      「白いぼうし」と「たぬき先生はじょうずです」 ② 単元の目標 

 ③ 単元の展開（指導計画） 一次 「白いぼうし」を場面の様子や登場人物の気持ちの変化を想像しながら読む。 

二次 比べ読み教材「たぬき先生はじょうずです」を場面 の様子や登場人物の気持ちを考えながら読む。 三次 「白いぼうし」と「たぬき先生はじょうずです」の比べ読みをする。 四次 おすすめの本の紹介文を 書き，紹介し合う。 五次 学習のまとめをする   （４）授業の様子       二つの作品の比べ読みをする場面  Ｔ：二つの作品を比べて，似ていることはありませんか。 Ｃ：両方とも主人公の松井さんは，とてもやさしくて，いい人だと思います。 Ｃ：運転手の松井さんは，お客さんのために夏みかんを置いたり，歯が痛いぼうやのことを心配したりして，いつもお客さんのことを思って親切にしてあげているところが似ています。 Ｃ：話の中で，ふしぎなところがあることが似ています。   「白いぼうし」は，ちょうが女の子に化けていたし，   「たぬき先生はじょうずです」は，男の子たちが寝ている間に，たぬきになっていたからです。 Ｃ：二つの作品を比べて，いろんな色が出てくることも似ていると思います。 Ｃ：「白いぼうし」は六月の初めのお話で，レモンとか  白とか水色とか夏らしい感じがしたけど，「たぬき  先生はじょうずです」は十二月のお話で，こげ茶色  のぼうしとか，雪の白とか冬のイメージがします。 ◎二つの作品を人物像，表現などの観点で比べ読みをすることにより，似ているところや違うところを見つけることができた。 （５）成果と課題及び改善点 ① 成果 ・単元終了後の評価テストの結果は以下のとおりである。 問題 評価規準 通過率(％) 評価問題 条件に応じた文章を抜き出し，根拠となる表現から自分の考えを書くことができる。 １００ 単元末テスト 場面の様子を思いうかべながら，人物の気持ちや人柄を読み取ることができる。 ９８ 実力テスト 必要な情報を関係付けて読み，理由や根拠を明確にして読むことができる。 ９３ ・登場人物の気持ちや人柄がわかる叙述を抜きだし，それに対する自分の思いを書かせたり，話させたりすることにより深く読み取ることができた。 ・二つの作品の比べ読みを通して，登場人物の人柄や表現について，共通点や相違点を見つけることができた。 ・家庭学習で，読書を継続的に取り組んだ。今回は，あまんきみこの作品を進んで読み，多くのファンタジックな作品に親しむことができた。単元の最後には，自分のおすすめの本を紹介し合い，読書意欲を高めることができた。 ② 課題 ・目的条件に応じて，作品全体の中から必要な文章や情報をを抜き出すことができるよう，指導の工夫が必要である。 ③  改善点 ・児童に作品全体を通して読む必然性をもたせる場の設定をする。（「一番好きなところは？二番めに好きなところは？」と問う等） 

国語への関心・意欲・態度 ・シリーズの作品を中心に，いろいろな読み物に興味をもち，読もうとしている。 書く能力 ・知らせたいことの中心を明確にしながら書くことができる。 ・作品を紹介するために必要な事柄を 選択して，紹介文を書くことができる。 読む能力 ・情景や登場人物の様子を，叙述をも とに場面を比べて読み，自分の感想をもつことができる。 ・目的に応じて，いろいろな本や文章を選んで読むことができる。 言語についての知識･理解･技能 ・正しい表記で文章を書くことができ る。 

【誤答分析】 ・目的や意図に応じて，必要な情報を関係付けて読み，理由や根拠を明確にして読んだり，話したりすることができていない。 
【指導上の課題】 ・複数の文章を比べながら読ませ，必要な事柄を選択させる指導に課題がある。 ・根拠となる言葉から考えさせる指導に課題がある。 【指導改善のポイント】 ・複数の文章を分類・整理しながら比べて読み，共通点 や相違点を見つけさせる。 ・目的や意図に応じて，本や文章を選んで読ませる。 【指導方法の工夫】 ・二つの作品を観点に沿って比べて読み，似ているとこ ろや違うところを見つけさせる。 ・叙述を抜き出し，根拠となる表現やそれに対する自分 の思いを書かせたり，発表させたりする。  

【課題となる力】 ・目的や意図に応じて，情報や文章を比べて読みながら，必要な事柄を選択する力 ・書かれている内容について自分の考えを明確にしながら読む力 



【福山市立日吉台小学校 －算数－】 （１）教科の調査結果の分析及び課題 平成21年度全国学力・学習状況調査 Ｂ３（３）                                （２）学年 第４学年 （３）単元の紹介 ① 単元名「式と計算」 ② 単元の目標  算数への 関心･意欲・態度 ・四則の混合した式や（ ）を用いた式のよさに気づき，式を適切に用いようとする。 ・公式を用いると，数量の関係を一般的にとらえることができるというよさに気づき，進んで用いようとする。 数学的な考え方 ・計算の順序を( )や乗除の式の意味から考える。 ・公式から，一方の数量が決まれば他方の数量も決まるという関係を考える。 数量や図形についての表現・処理 ・数量の関係を式で簡潔に表したり，それをよんだりすることができる。 ・四則の混合した式や（ ）を用いた式について正しく計算することができる。 ・公式を用いることができる。 数量や図形についての知識・理解 ・数量の関係を式で簡潔に表したり，それをよんだりする方法を理解する。 ・四則の混合した式や（ ）を用いた式について理解する。 ・公式についての考え方を理解する。 ③  単元の展開（指導計画）      

             （４）授業の様子 Ｔ： 今みんなから３通りの式が出ました。説明しましょう。 Ｃ：似ているのがあります。 Ｔ：どれが似ていますか。 Ｃ：①と②が似ています。わけは、式が2つあるからです。 Ｃ：②と③です。②の式の150＋80に( )をつけたら，③の( )の部分と同じです。 Ｃ：③の式の( )の中を計算したら②の150＋80＝230になります。だから，②をまとめたのが③です。 Ｔ：②と③は文章の意味に合う式か，式をよんでみましょう。 Ｃ：②150円のジュースと80円のパンを買ったら230円になりました。500円出して230円払ったら270円になりました。 Ｃ：③150円のジュースと80円のパンを買ったからそれを先にまとめて，500円出して引いたら270円になりました。 Ｔ：文章の意味に合っているのは，どの式でしょう。 Ｃ：③の方が合っています。 （５）成果と課題及び改善点 ① 成果 ・問題文にかえって式と文を関連付けたり，求めた数値が何にあたるのかを言葉に当てはめて確認したりすることは，式の意味を考えさせるのに有効であった。 ・出された式をよみ比較させることは，分解式と総合式を関連付けるうえで有効であった。 ・条件を書き出すことで，考えの道筋がはっきりとした。また，説明の型を示したことは自分の考えを簡潔に記述させるには有効であった。 ・( )を使った式を考える児童が多かった点では,予習の効果が出ている。 ② 課題 ・( )を使ってひとまとまりと見ることが理解できたかを見取るためには，評価問題を必ず行う。 ・総合式に立式するよさを実感させる。 ・結論先行・理由付け発言などの定着を図り，説明しきる力をつける。 ・さらに予習が生かされる授業づくりを工夫する。 ③ 改善点 ・分解式を提示し，全体から買った物を引くという構造をとらえさせた後，総合式に表すという学習の流れにして時間配分を考える。 ・絵を操作したり，線分図を活用したりして，ひとまとまりとして考えるよさを視覚的に理解させる。 ・必然性のあるペア・グループ学習を仕組み，児童に説明の機会を増やし説明しきれるようにする。 ・既習事項の補充と確認のできる予習を仕組み，同じスタートが切れるようにする。 

【指導改善のポイント】 ・分解式分解式分解式分解式・・・・総合式総合式総合式総合式・・・・ことばのことばのことばのことばの式式式式・・・・問題文問題文問題文問題文をををを常常常常にににに関連関連関連関連付付付付けてけてけてけて説説説説明明明明させるさせるさせるさせる。。。。    【指導方法の工夫】 ・問題文をことばの式や線分図に表すことを通して立式したり，式をよんで問題の意味を表現させたりする。 ・考えや解決方法を，説明の型を示して簡潔に記述させたり説明させたりする。 
【指導上の課題】 ・式に表すまでの段階を踏んだ指導が不十分である。 ・考えや解決方法を筋道立てて説明させたり，記述させたりする場面を設定することが不十分である。 

【誤答分析】 ・解答類型８について 「ハンカチを買うともう1種類の品物が買えないわけ」を記述するには，「残金150円」「他の品物の定価」及びそれらの大小比較を書くことが必要である。しかし，ハンカチを買ったときの残金や，ハンカチともう1種類の品物を買ったときの合計金額のみ，消しゴム（最も安い品物）を買う場合について調べる説明のみを書いているなど，理由の説明が不十分である。 ・解答類型９について 500円を超えることのみ，お金が不足することのみを書いており，筋道を立てた説明となっていない。 ・無解答について   問題場面の意味理解が十分でない。  【課題となる力】 ・与えられた情報を整理したり選択したりして，筋道を立てて考え適切に式を立てる力 ・示された判断が正しい理由を式と言葉を用いて数学的に記述する力 



○家庭における学習習慣定着に向けた取組 【福山市立神辺小学校】 (１)中学校区の取組（中学校１校・小学校３校）  小中学校とそれぞれのPTAが連携をして，リーフレットを作成し，今年３月に各家庭に配布した。      また，中学校区連絡会を定期的に開き，生活習慣や学習習慣を確立するための交流を行ってきた。 (２)学校の取組 ①授業改善サイクルによる家庭学習の改善 授業改善サイクルに従って授業改善を行う中で，課題を改善する家庭学習となるよう，従来のドリル学習のみでなく，思考力・判断力・表現力を磨く，事前事後の適切な内容提示ができるよう指導案に位置付けた。  ②「家庭学習の手引き」の作成と活用 家庭学習の習慣化を図るものとして「家庭学習の手引き」を作成し，保護者に説明，協力の要請を行った。この手引書には，低・中・高学年ごとに家庭学習ができる環境づくり，時間，内容（基本セットの留意点と自主学習の勧め）等を記載した。          ③保護者アンケートと重点週間の実施 アンケート項目を通して，家庭での具体的なかかわり方を提示した。日々の家庭学習の目標時間を「15分×学年」と設定し，重点週間を設けて取り組んだ。 ④ステップアップウィークの取組 次の段階として，学校と家庭が一体感を持って取り組めるよう，10月・11月に，中学校の試験期間に合わせて，ステップアップウイークを設定した。10月は，１日や1週間の読書ページの目標を決めた読書に，11月は，「２学期の復習」として，復習プリント等に取り組んだ。 

⑤「わたしのかがみ」の活用 Ａ５版オリジナルノートで，連絡帳，予定表，生活記録帳，日記帳，親子の対話帳，教師との対話帳という機能を持っている。                      （３）成果と課題及び改善点 ①成果 ・家庭学習の目標時間の達成度が，7月71％から11月（ステップアップウィーク後）81％に向上した。 ・「わたしのかがみ」の記述に学習への意識の高まりが見られる児童が増えている。（担任の見取りによる）          ②課題 ・家庭学習の目標を達成できていない児童に，やらせきることが必要である。 ・保護者アンケートにより，認めたり，テレビを消したりするなど，｢家庭学習の手引き｣に示した，励ましと学習環境づくりを継続的に依頼する必要がある。 保護者アンケート結果（10月）           （％）          ③改善点 ・家庭学習が定着しにくい児童の課題と手だての明確化 ・｢家庭学習の手引き｣を活用した家庭との継続的な連携 ・自己指導能力の向上にむけ，児童に家庭学習の具体的な目標を設定させ，継続的に評価 ・ステップアップウィークにおける段階を追った取組の工夫（つまずきやすい領域の克服，技能の習得を図る内容に取り組む等） 

＜＜＜家での７つの約束＞＞＞ ① 家族や地域の人にあいさつをする。⑤ 家庭学習家庭学習家庭学習家庭学習をををを毎日毎日毎日毎日するするするする。。。。 ② 早寝・早起きの習慣を付ける。  ⑥ 遊びのルールを守る。 ③ 朝ご飯を毎朝しっかり食べる。  ⑦ 家族との対話を大切にする。  ④ 次の日の学習の準備をする。       
１．次の面積を3通りの方法で求めましょう。 

 事前の家庭学習で，自分の考えを説明 

家庭学習について 子どもに関わっているか 当てはまる 22 やや当てはまる 52 あまり当てはまらない 23 当てはまらない 3 どんな関わり方をしているか 学習するよう声掛けをする 89 相談に乗ったり教えたりする 79 ほめたり認めたりする 75 テレビを消す 61 場所や部屋の用意がある 58 参考書や問題集を与える 28  

「わたしのかがみ」より  今日からステップアップウィークがはじまりました。 ２年生のべんきょう時間は，1日30分以上です。「読書一万ページのたび」では，1月には８千ページ，３月には１万ページにたどりつけます。わたしも，いっしょうけんめいがんばったら，１万ページにいけそうです。（２年生）  ステップアップウィークに取り組んでみてよかったと思いました。それは，テスト期間で，テストに出る問題を予習できたし，今までの問題を復習することができたからです。そして，自分の身に少し付いたからです。神辺西中学校の試験期間と同じように土日も90分机に向かって勉強することができました。明日からも，続けてがんばろうと思います。（６年生） 

＜＜＜ね ら い＞＞＞ ・根気強く取り組む力，やり遂げる力を身に付ける ・正しい生活習慣を意識する ・毎日の生活を記録することで，計画性を身に付ける ・自己を振り返る習慣を付ける ・思考力や判断力，表現力等を高める ・担任と児童，保護者のコミュニケーションを図り，児童理解に努める  
家でのすごし方 宿題 自主学習等 日記 

神辺っ子 努力目標10ヶ条  【裏面】 
 【見開き中面】 家庭学習の仕方 （学年別ステップ一覧） 学習前・学習中・学習後等 

【表紙】 ＜  保護者向け内容  ＞ １ 学習習慣の効果 ２ 学習習慣づくりのポイント ３ 親子でふれ合い，学力アップ ４ 週に1日家族デーを 


