
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：：：：大竹地区研究推進地大竹地区研究推進地大竹地区研究推進地大竹地区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    大竹市立玖波中学校  ６ １３８ 大竹市立小方中学校  ８  １９５ 大竹市立栗谷中学校  ２    ９     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・表現力を育成する教科における指導の在り方    ～知識・技能を活用させる授業を通して～ ② 研究のねらい    具体的事象から法則等を発見させ，発見させた法則等を活用して他の事象を考えさせる学習活動を通して，思考力・表現力を育成することをねらいとする。また，家庭学習を授業とリンクさせることによって，家庭学習の習慣化を図り，知識・技能の定着を図ることもねらいとする。  （２）研究組織・体制 ① 学力向上推進委員会 ・年間，５回程度開催する。 ・事業実施計画を立案し，推進体制を整える。 ・研究の進捗状況について確認する。 ・事業評価の検証のため，生徒アンケート・教員アンケートの分析，各種学力調査全体にかかわる分析を行う。 ② 教科チーム協議会 ・年間10回程度開催する。そのうち８回は授業研究を行う。 ・各種学力調査結果，年間３回の質問紙調査における課題となる設問の分析及び授業改善並びに検証を行う。  （３）研究内容 ① 学力調査等の分析資料 ・全国学力・学習状況調査，広島県「基礎・基本」定着状況調査，大竹市学力調査 ・授業チェックシート，質問紙調査 ② 授業改善の方法 ・平成22年度大竹市教育委員会「教科指導の充実のために」を意識した授業実践 ・学力調査等の分析を活用した研究授業 ・家庭学習の充実（予習したことを活用した授業の実施，課題や宿題をやり切らせる指導の徹底） ・定期テスト等における「誤答分析表」等に基づく授業改善 ・３中学校共通の授業スタイルの確立 ・連続性のある教科チーム協議会 ③ 検証 ・「評価問題」及び「調査問題」による検証 ・全国学力・学習状況調査，広島県「基礎・基本」定着状況調査，大竹市学力調査による検証 ・質問紙調査の比較による検証  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 平成22年度全国学力・学習状況調査の３中学校平均正答率が，国語Ａが1.8ﾎ ｲ゚ﾝﾄ，数学Ａが0.1ﾎﾟｲﾝﾄ，数学Ｂが5.0ﾎ゚ ｲ

ﾝﾄ広島県平均正答率を上回った。 ② 学力向上推進委員会を11月までに４回開催し（年間５回の予定），研究の内容を充実させながら進めてきた。 ③ 授業チェックシートを本事業の研究授業だけではなく，各校の校内研修でも活用しており，授業改善に生かされている。 ④ 誤答分析の実施や，個人カルテ（栗谷中学校）の作成等により，さらに生徒一人一人に対応した指導を目指すようになってきた。 ⑤ 授業方法の改善 ・家庭学習の充実に向け，保護者・生徒への説明を実施し，課題や宿題をやり切らせる指導を継続して指導している。 ・「ひろしま学びのサイクル」に基づいた授業スタイルの基本型を作り，それを活用した授業展開をしており，ほぼ定着しつつある。 ・連続性をもった教科チーム協議会を行い，同一指導案による追試や，同一教材での別展開授業等の工夫が進んでいる。また，相互に研究授業を参観することにより，指導技術の向上が図られている。 ・大竹市・廿日市市教育研究会中学校部会において，本事業のテーマに沿った研究授業を行うことになっており，研究内容が他校にも広がっている。 ⑥ 「生徒質問紙」調査による結果 ・5月と9月を比較すると，「分かるまで努力する」が15ﾎﾟｲﾝﾄ，「学習を最後までやりとげてうれしかった」が30ﾎ゚ ｲﾝﾄ，「新聞やテレビのニュースを見る」が19ﾎﾟｲﾝﾄ，「本を読むのが好き」が16ﾎ゚ ｲﾝﾄ上昇している。 ・5月と9月を比較すると，「国語の授業はよく分かる」が24ﾎ ｲ゚ﾝﾄ，「数学の授業がよく分かる」が17ﾎﾟｲﾝﾄ，「英語の授業がよく分かる」が12ﾎ゚ ｲﾝﾄ上昇している。  （２）課題 ① 「基礎・基本」定着状況調査では，３校の平均通過率において，国語は県平均を1.5ﾎﾟｲﾝﾄ上回ったが，数学は9.6ﾎﾟｲﾝﾄ,英語は5.0ﾎ゚ ｲﾝﾄ下回った。数学・英語については，さらに授業改善，家庭学習の工夫等が必要である。 ② 「生徒質問紙」調査の5月と９月を比較すると，家庭学習「予習をしている」は 9ﾎ゚ ｲﾝﾄ，「復習をしている」は3ﾎ゚ ｲﾝﾄ下降している。さらに，家庭学習の重要性を説き，具体的な家庭学習の方法を提示する必要がある。 ③ 「生徒質問紙」調査の5月と９月で，「国語の授業は好き」57％（4ﾎﾟｲﾝﾄ上昇），「数学の授業が好き」は54％（3ﾎﾟｲﾝﾄ上昇），「英語の授業が好き」は56％（6ﾎﾟｲﾝﾄ上昇）である。昨年度1月の調査から徐々に向上してはいるが，約半数近くの生徒は「好きではない」ということである。さらに研究授業等で学んだことを，日々の授業改善に活かして，魅力ある授業にしていく必要がある。  （３）今後の改善方策等 ① 各教科の授業改善をさらに重ね，「教科が好き」という生徒を多くすることが，学力向上につながる。 ② 国数英の３教科だけでなく，他教科にも研究成果を波及させるため，全教職員による授業研究を行っていく。 ③ 教科にかかわりなく，教師間の授業参観を積極的に進め，授業改善を図っていく。     



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 Ｂ問題 ２ 三  玖波中学校 広島県 全国 正答率 43.8％ 47.7％ 45.6％    調べた内容の適切な表現方法を吟味・検討し，表現方法選択の理由を条件に合わせて説明する力が不十分である。  （２）調査結果からの課題  ① 図表や写真などの資料を使用して発表する学習活動の場の設定が必要である。 ② 発表に使用するための資料に必要な事柄選択の指導の工夫が必要である。 ③ 発表に使用するために作成した資料を見直し，修正させる指導の工夫が必要である。  （３）学年 第２学年  （４）単元の紹介 ① 単元名「写真と文章からわかることを伝えよう」 ② 単元の目標  〔国語への関心・意欲・態度〕 ・写真が表現しているものは何かを幅広く考えようとしている。 ・自分の伝えたい事柄をわかりやすく表現しようとしている。 〔話す・聞く力〕 ・自分の伝えたいことを明確にして，構成や展開を工夫して話すことができる。 ・自分の伝えたいことが的確に伝わるように，わかりやすい資料を作ることができる。 〔書く力〕 ・伝えたい事柄が効果的に伝わるように，説明したり表現を工夫したりできる。 ・自分の考えをわかりやすく説明することができる。  〔読む力〕 ・写真と文章から写真が撮られた時の状況や，撮影者の思いを読み取ることができる。  〔言語についての知識・理解・技能〕 ・話す速度や音量，言葉の調子や間の取り方などに注意して話すことができる。 ③ 単元の展開（指導計画）  全７時間 次 学習内容（時数） ○「焼き場に立つ少年」の写真を見て，写真からわかることと写真を見ただけではわからないことをワークシートに整理する。（１） 一 ○『目撃者の眼』を読み，わかったこと（知りたかったことの答え）をワークシートに整理する。（１） 二 ○「焼き場に立つ少年」の写真と『目撃者の眼』からわかったこと（自分が知りたかったことの答え）をレポートにまとめる。（１） ○前時の作成したレポートをもとに，発表するための資料を作成する。（１） 三 ○作成した資料をグループで交流し，難しかったことや悩んだことを交流し，気付きを述べ合う。 本時（１） 

 ○他者の意見を参考にして，自分はどのように資料を修正するのか，その理由をまとめ，資料を修正する。（１） 四 ○修正した資料を使って，発表をする。（１）  （５）授業改善のポイント ① 指導方法の工夫 ・はじめに写真を見せて知りたいことを明確にさせ，その写真について説明した文章を読んでわかったことをまとめさせる。 ・読み取ったことを整理するために，写真と文章からわかることをレポートにまとめさせ，それをもとに発表させるための資料を作成させる。その際，発表の資料のモデル例を示し，発表の資料に必要な事柄を理解させる。 ・自分の伝えたい事柄を効果的に相手に伝えるために，発表するための資料をグループで交流し合い，どこをどのように修正するのかを考えて書かせる。 ・上記のことをもとに，発表の資料を修正させる。 ② 教材提示の工夫 ・はじめに写真を見せ，被写体の置かれた状況や，撮影者の思いについて知りたいという思いを喚起させて，文章を読ませる。 ③ 評価の工夫 ・作成した資料を観点を明確にして生徒が評価し合い，それを生かして資料を修正できるようにする。 ・単元のねらいに基づいた評価問題を，授業後に実施する。 ・授業終了時に生徒に自己評価をさせ，学習したことが振り返られるようにする。  （６）授業の様子（生徒の変化）      （７）検証  単元終了後，評価問題（平成22年度全国・学力学習状況調査Ｂ問題２三）を実施したところ，次のような結果であった。  ①五つの条件を満たして解答している。   31.3％  ②修正の方法を具体的に書いていない。  28.3％   （「もっと興味を持てるもの」，「順番を変える。」などにとどまっており，具体的な方法が述べられていない。）  （８）成果と課題  〔成果〕  ① 写真を先に提示し，知りたいことを明確にさせたことで，文章を読む意欲を喚起させることができた。  ② 発表する資料を作成させる際に，モデル例を提示したことは，留意点に気付かせることに有効であった。  ③ 作成した資料を交流し，他者の表現を参考にして資料を修正した生徒が多くいた。  〔課題〕  ① 生徒に発表の目的を十分に理解させていなかったため，読み取ったことをしっかり表現させられなかった。  ② 他者の資料を評価する際，どのように修正したらよいかを具体的に述べる力を高めていく必要がある。  ③ 自分の考えを具体的に，根拠を明確にして述べる指導を繰り返し行っていく。  

  モデル例を提示する 作成した資料を交流する 



【数学】 （１）教科の調査結果の分析  平成22年度全国学力・学習状況調査のＡ問題６（１）小方中学校の正答率は72.6%と全国及び広島県の正答率を上回っている。しかし，三角形の内角の和を活用しているが，正答に至っていない割合が25.8%である。その要因として，三角形の外角と内角の性質が理解できていなかったり，どの角の大きさを求めるのかが理解できていなかったりすることが考えられる。  （２）調査結果からの課題  三角形の内角を使って外角を表現できることを理解させる指導や三角形の外角と内角の性質を活用させる問題を解かせ，説明させる指導が不十分である。   （３）学年 第２学年  （４）単元の紹介 ① 単元名「図形の性質の調べ方」 ② 単元の目標  〔数学への関心・意欲・態度〕 ・観察，操作や実験を通して平行線や角の性質を見出し確かめようとする。 ・多角形の内角の和，外角の和やその性質について関心をもち，三角形を分割することなどによって既知のことに帰着して問題を解決しようとする。 〔数学的な見方や考え方〕 ・対頂角や平行線の性質を使って，根拠を示しながら角の大きさの求め方を説明することができる。 〔数学的な表現・処理〕 ・多角形の内角・外角の性質を使って，必要な角の大きさを求めることができる。 ・対頂角や平行線の性質を使って角の大きさを求めることができる。 〔数量・図形などについての知識・理解〕 ・対頂角，同位角や錯角などの用語や意味を理解している。 ③ 単元の展開（指導計画）  全７時間 次 学習内容（時数） ○対頂角，同位角，錯角，平行線の性質について理解する。（１） ○対頂角や平行線の性質を使って角の大きさを求めることができる。（１） 一 ○対頂角や平行線の性質を使って，根拠を示しながら角の大きさの求め方を説明することができる。（１） ○多角形の内角の和，外角の和やその性質に関心を持ち，三角形に分割することなどによって既知のことに帰着して多角形の角について理解する。（１） 二 ○多角形の内角・外角の性質を使って，必要な角の大きさを求めることができる。（１） 三 ○平行な２直線にできる角について，既習事項をもとに説明することができる。（２）本時2/2  （５）授業改善のポイント ① 指導方法の工夫 ・小グループを活用して，解き方を交流させる場を仕組み，根

拠をはっきりさせて見つけた関係を説明させる。 ・前時の復習を通し，既習事項を生かして問題に取り組ませる。 ・問題提示の方法を工夫することで，生徒の関心・意欲をひきつけるようにする。 ② 教材の工夫 ・平行な２直線の中にできる“くの字型”の角の求め方を多様な解き方で説明させた後，条件を変えた新しい問題をつくり，既習の数学を基にして成り立つ関係を見出させていく。 ③ 評価の工夫 ・授業の最後に適用問題（定着確認問題）に取り組ませることで，平行な２直線にできる角についての理解を把握する。 ・既習の数学を基にした多様な解き方を評価する。  （６）授業の様子（生徒の変化） 最初に平行線の中にできる角について復習したことにより，生徒は意欲的に問題に取り組んでいた。前時の学習を基に，多様な解き方で成り立つ関係を見つけ，小グループでの活動で他の生徒の解き方をしっかりと聞き，全体に向けて発表することができた。授業の最後の問題についても，ほぼ全員が解決することができた。 
 （７）検証 授業後，三角形の外角を表す式を選ぶ問題①（全国学力・学習状況調査６(1)）と平行な２直線にできる角について成り立つ関係を選ぶ問題②に取り組ませた。その結果は次のとおりである。 ① 三角形の外角の問題の正答率が85.7％（全国69.4％）となった。 ② 平行な2直線にできる角の問題の正答率が88.6％となった。  （８）成果と課題  〔成果〕 ① 前時の問題の条件を変えて新しい問題をつくり，既習の数学を基にして考えさせる活動に取り組んだことにより，「どのように考えればよいか」が明確になり，多くの生徒が学習に意欲的に取り組んだ。 ② グループで交流したことにより，「自力では解決できなかったが，他のメンバーの説明を聞いて理解できた。」と振り返る生徒がいたことから，グループでの活動を通して理解が深まったと考える。 〔課題〕 ① 三角形の外角の問題で，隣の内角を求めている生徒が8.6％いた。外角と内角の意味の指導が必要である。 ② 授業では，既習事項を活用させて説明させる指導を行った。評価問題は選択問題としたが，記述問題でも検証する必要がある。      

対頂角や平行線の性質を活用して，問われている角の大きさを黒板の前で説明する。 



【英語】 （１）教科の調査結果の分析 平成22年度「基礎・基本」定着状況調査の問題10（自分のことについて英語で書く問題）で，玖波中学校の平均通過率は30.5％で，平均無解答率が26.6％であった。 これらのことから，基本的な語彙や語順が理解できていないことや，それらを活用する力を十分つけられていないことが考えられる。  （２）調査結果からの課題 ① 基本的な語彙を定着させる指導が不十分である。 ② 基本的な文法に基づいて，適切な語順で正しく文を作らせる指導が不十分である。  （３）学年 第３学年  （４）単元の紹介 ① 単元名「Unit4  An  American  Rakugo-ka」 ② 単元の目標  〔コミュニケーションへの関心・意欲・態度〕 ・新しく学んだ表現を用いて，積極的にコミュニケーションを図ろうとしている。 ・伝統的日本文化である落語への関心をもとうとしている。 ・言い方がわからないとき等に，ジェスチャーなどいろいろな工夫をして伝えようとしている。 〔表現の能力〕 ・「疑問詞+不定詞」，“It is 形容詞 for…to 動詞の原形～”を用いて正しく話すことができる。 ・「疑問詞+不定詞」，“It is 形容詞 for…to 動詞の原形～”を用いて正しく書くことができる。 〔理解の能力〕 ・本文を聞いたり，読んだりして，内容を理解することができる。 〔言語や文化についての知識・理解〕 ・「疑問詞+不定詞」，“It is 形容詞 for…to 動詞の原形～”の形，意味，用法を理解している。 ・落語を通して，日米の文化の違いや，「すみません」と“I’m sorry.”に見られる日本語と英語の違いについて理解している。 ③ 単元の展開（指導計画）  全９時間 次 学習内容（時数） ○「疑問詞＋不定詞」を用いた文の形，意味，用法を理解する。 ○「疑問詞＋不定詞」を用いて英文を書く。 （１） 一 ○新出語句の発音・意味・用法を理解する。 ○本文の内容を理解する。○本文を音読する。 （１） ○“It is 形容詞 for… to 動詞の原形”を用いた文の形，意味，用法を理解する。 ○“It is 形容詞 for… to 動詞の原形”を用いて英文を書く。本時（１） 二 ○新出語句の発音・意味・用法を理解する。 ○本文の内容を理解する。○本文を音読する。 （１） 三 ○新出語句の発音・意味・用法を理解する。 ○本文の内容を理解する。 ○本文を音読する。 （１） 

四 ○新出語句の発音・意味・用法を理解する。 ○本文の内容を理解する。 ○本文を音読する。 （１） 五 ○ジェスチャーについて理解する。 ○落語家ﾋﾞﾙ･ｸﾗｳﾘｰのｲﾝﾀﾋﾞｭｰを聞いて理解する。 （１） 六 ○単元のまとめをする。（１） 七 ○単元テストをする。（１）  （５）授業改善のポイント ① 指導方法の工夫 ・基本文について，語順を意識しながら段階をおって繰り返し練習（読む活動・書く活動）する場面を設定する。 ・基本文を使って，自分のことについて書く活動を取り入れる。次に，班で自分が書いた英文を一人ずつ発表し，他の生徒が聞いて書き取る活動を取り入れる。最後に，班で１つ英文を選びクラス全体へ発表させる。 ② 教材の工夫 ・基本文の語順に注意して書けるよう，ワークシートに語句ごとに縦線を引いておく。 ・基本文に慣れるよう，英文を２つ(“It is＋形容詞＋ for”と“to 動詞の原形～”)に分けたカードを並べかえて一つの英文を作る「並べかえゲーム」をする。その際，事前に校内の教職員に「自分にとって簡単なことや難しいこと」についてアンケートをとり，そのことを内容に入れておく。 ・基本文を使って自分のことについて書く際に多く使用されることが予想される語句については，ヒントカードで絵と併せて提示しておく。 ③ 評価の工夫 ・授業後に評価問題（語句整序文《３問》，英作文《２問》）を実施する。  （６）授業の様子（生徒の変化） ・ 基本文の練習において，校  内の教職員についての並べか  えゲームを実施した。ほとん  どの生徒は興味・関心をもっ  て積極的に活動していた。 ・ 自分のことについて書く活  動でも，ヒントカードを利用  したり，和英辞典を使ったりするなど，意欲的に学習する姿  が多く見られた。  （７）検証    授業の次時に実施した評価問題では，平均正答率が70.6％（語句整序文 74.8％，英作文 64.3％）であった。  （８）成果と課題  〔成果〕 基本文をワークシートやゲームを通して繰り返し練習することによって，形・意味・用法を理解し，語順に注意して書く生徒が多く見られた。 〔課題〕 基本文の語順についてはほぼ理解できていたが，語句の綴り間違いがまだ見られた。引き続き，授業や宿題等で日常的に繰り返し練習する場を設定していかなければならない。 

“It is 形容詞 for…to 動詞の原形～”のルールを活用して自分のことについて書いた文を発表する。 


