
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：：：：東広島市東広島市東広島市東広島市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    東広島市福富中学校 ４ ８４ 東広島市豊栄中学校 ５   ９５ 東広島市河内中学校 ６ １６０ （H22.11.1現在）    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    目標を持って学ぶ姿勢を育てる指導の工夫    ～言語活動を取り入れた学習を中心として～  ② 研究のねらい 本研究推進地域は，各学力調査及び生徒質問紙等による調査結果において，各教科の通過率は国・県の平均値より高い。しかし，学習への関心・意欲は低い状況がみられる。また，教師への質問紙による調査結果から，授業では，生徒による説明や論述・討論を行わせる学習場面が少なく，生徒の言語能力を十分に高めることができていない状況にあることが考えられる。 そこで，学習活動に言語活動を効果的に取り入れ，目標を持って学ぶ姿勢を身に付けさせる指導の在り方について研究することとした。   （２）研究内容 ① 研究の視点 本年度は，昨年度の課題を踏まえ，次の４つの視点を持ち，取組みを進めている。 ア 目標を持って学ぶ姿勢（意欲）について イ 言語活動について ウ 家庭学習について エ 指導方法について  ② 取組みの方向生 ○３教科共通 ア 目標を持って学ぶ姿勢（意欲）について ・生徒自身が目標を持って学ぶために，学習指導案に教師の発問を具体的に記載するとともに板書計画も作成・検討する。 ・生徒の自己評価を授業の中に位置づけるため，自己評価表の内容を工夫する。 イ 言語活動について ・効果的な言語活動を取り入れた学習展開の在り方について，協議会において検討する。 ウ 家庭学習について ・家庭学習の方法及び内容について引き続き指導を行う。 ・自主学習を含めた家庭学習の質と量の向上を図る。 ・全教科等で取り組み，保護者へも積極的に協力を呼びかける。 エ 指導方法について ・基礎的・基本的な知識・技能を確実に身に付けさせるために，くり返し学習や反復練習を行う。また，問題解決型の学習を取り入れ，思考力・表現力・判断力等をさらに身に付けさせる。 ・調査問題における通過率３０％未満の生徒に対して，個に応じた取組みを引き続き行っていく。 

○国語科 研究テーマ  言語活動を取り入れることにより書くこと・読むこと にかかわる技能と意欲を育てる指導の在り方を探る ・目標と活動内容及び評価が整合した授業を実施できるよう，指導案検討を行う。 ・授業の中に設定する言語活動の内容及び設定場面が適切なものとなるよう工夫する。 ・家庭学習等で考えさせたり，身に付けさせたりした内容を授業で活用する場面を設定する。 ・文章構造及び（対比等の）認識の構造を把握する力をつけるため，板書及びノート・ワークシートの工夫をする。 ○数学科 研究テーマ  考える場を十分取り入れ，数学的に説明する活動へ意 欲的に取り組むための指導の在り方を探る ～数量関係や図形の単元を中心として～ ・生徒自身で到達度を確認できるよう自己評価表を工夫する。 ・授業で学んだことを家庭学習に反映させるとともに，内容を次の授業に生かしていく。 ・生徒が説明する場面において，言語活動の充実が図られるよう，教材や教具を工夫する。   ○英語科 研究テーマ 言語活動の充実を通して，言語材料の定着を図り，積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成する指導の在り方を探る  ～４技能を統合的に活用した自己表現を通して～ ・「聞く・話す・読む・書く」の４技能のうち，２技能以上を統合した活動を授業に取り入れる。 ・スモールステップで書く活動に取り組ませる。また，授業の中に書く活動を行う時間を確保する。 ・会話表現シートの活用等，昨年度の取組みを継続する。  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 ○３教科共通 ・生徒の学習意欲を高めるために，これまで，一単位時間ごとに整理していた自己評価表の内容を見直し，単元を通しての学習状況も把握することができるように改善した。 このことにより，生徒が日々の学習を常に振り返ることができるようになるとともに，単元を通してどのような力が身に付いたかを理解できるようになり，学習意欲の高まりにつながった。 【教師質問紙】 「授業において，生徒にめあてと対応した自己評価をさせた」の項目で肯定的評価をした教師 ５月  ７５．０％ ９月  ８３．３％  ・家庭学習については，推進委員会及び教科部会での協議を通して，取組みの方法について見直しを行い、手引の配付やガイダンスの実施などを行った。 このことにより，家庭学習の方法や内容について具体的な指導が行えるようになり、質の向上につながった。また，家庭学習の定着の難しい生徒には，個別指導を行い，家庭学習をやりきらせるようにした。 ・授業展開の中に，考えを発表したり，交流したりするなど，言語活動を多く取り入れることにより，授業の活性化が図れ

目標を持って学ぶ姿勢を育てる指導の工夫 ～言語活動を取り入れた学習を中心として～ 



た。また，生徒の聞く態度にも変容が見られた。  【教師質問紙】 「考えを交流する指導に重点をおいた」の項目で肯定的評価をした教師 ５月  ５８．３％ ９月  ７５．０％  【生徒質問紙】 「自分の考えや意見を,具体的な例をあげ順序に気をつけながら話しています」の項目で肯定的評価をした生徒  １年生 ２年生 ３年生 ５月 ５８．３％ ４８．６％ ４９．０％ ９月 ５２．６％ ５１．４％ ５５．０％ １年生で減少傾向がみられたが,全学年とも５０％以上の生徒が肯定的な評価をした。  【生徒質問紙】 「学校で習ったことをふだんの生活の中で思い起こしたり,利用したりしています」の項目で肯定的評価をした生徒  １年生 ２年生 ３年生 ５月 ５７．４％ ７０．６％ ６２．７％ ９月 ６８．１％ ７５．２％ ６８．０％    繰り返し学習で身に付けたことや，家庭学習で準備してきた内容を授業の中で活用する場面を設定することにより，授業で学んだ知識や技能等を生活に生かす生徒が増えている。  ○国語科 「基礎・基本」定着状況調査より       通過率 昨年度の課題 平成２１年度 平成２２年度 主語・述語の照応 ３６．９％ ６５．１％ 文章の構成や論理の展開 ５２．６％ ６２．８％ 登場人物の心情の把握 ５６．３％ ５８．０％   【成果に結びついた取組み内容】 ・主語・述語の照応については，文法の学習の際に「主語・述語」の復習を行い，ドリル形式の課題に取り組んだ。 ・説明文や論説文を扱う際には，最初または最後に，文章の構成や展開について，根拠を挙げながら説明させた。 ・「小説・古典」等の学習では，文章の展開に即して，登場人物の心情を読み取ることを意識して行った。「説明文・報告文」等でも，筆者の意図や主張していることについて考えさせた。  【生徒質問紙】 「国語の授業はよくわかります」の項目で肯定的評価をした生徒  １年生 ２年生 ３年生 ５月 ９０．４％ ８１．７％ ６７．６％ ９月 ８７．９％ ８４．４％ ７２．０％  【生徒質問紙】 「国語の授業で学んだことが，他の教科や生活の中で，読んだり書いたり，話したり聞いたりすることの役に立ちます」の項目で肯定的評価をした生徒  １年生 ２年生 ３年生 ５月 ８７．８％ ８７．２％ ７４．５％ ９月 ９０．５％ ８６．２％ ８１．０％ 

指導方法にかかわる教師の質問紙より，次の項目について意識の向上がみられた。  ・「指示語が直前の文章や文脈の中で何をさしているのかをと  らえさせたり，文章中の表現が別の表現に言い換えてあるこ  とをとらえさせる」 ・「段落の内容を自分の言葉で再構成させる」 ・「『書くこと』の指導において，自分の考えを論理的に表現させるために，構成メモを活用し，適切な構成を工夫させる」  ○数学科 「基礎・基本」定着状況調査より       通過率 昨年度の課題 平成２１年度 平成２２年度 数と式 ７６．８％ ９０．３％ 数量関係（関数） ７０．２％ ８６．６％ 図形 ７１．０％ ９０．３％ 【成果に結びついた取組み内容】 ・数と式においては，解法の手順を詳しく示し，確実に身に付 けさせるように指導した。中でも，事象を文字式で表す際， ことばの式を作ることから始め，次に文字式を作らせるなどスモールステップにより指導した。 ・数量関係においては，グラフや表などを使って必要な情報を読み取れるように，授業及び家庭学習で取り組ませた。 ・図形においては，観察，操作，実験などの活動を設定した。 また，課題によっては個で考えさせる時間を十分に確保した。  【生徒質問紙】 「数学の授業はよくわかります」の項目で肯定的評価をした生徒  １年生 ２年生 ３年生 ５月 ８７．０％ ８７．２％ ８２．４％ ９月 ８７．９％ ９０．８％ ８２．０％  【生徒質問紙】 「数学の授業で学んだことが，他の教科や生活の中で，計算したり，表やグラフにしたりすることの役に立ちます」の項目で肯定的評価をした生徒  １年生 ２年生 ３年生 ５月 ８３．５％ ８８．１％ ８１．４％ ９月 ８４．５％ ８９．０％ ７６．０％ 指導方法にかかわる教師の質問紙より，次の項目について意識の向上がみられた。  ・「数量関係をとらえさせるために，考え方を図に表現させた り，関係を表に整理させたりする」 ・「自分の考え方や解き方を説明させるために，話型を示して， 自分の考え方を説明しやすくさせる」  ○英語科 「基礎・基本」定着状況調査より       通過率 昨年度の課題 平成２１年度 平成２２年度 質問への適切な応答 ４０．８％ ８８．９％ 概要や要点の把握 ３７．９％ ８９．９％ 場面に応じて適切に書く ５４．２％ ７４．０％ 【成果に結びついた取組み内容】 ・英語表現会話シートを作成し，毎回授業のはじめに継続して既習事項の定着を図った。 ・書く活動を授業の中に必ず取り入れた。 



【生徒質問紙】 「英語の授業はよくわかります」の項目で肯定的評価をした生徒  １年生 ２年生 ３年生 ５月 ７９．１％ ７８．０％ ６３．７％ ９月 ７８．４％ ８４．４％ ６７．７％  【生徒質問紙】 「英語の授業で学んだことが，他の教科や生活の中で，読んだり，話したり，コミュニケーションをとったりすることの役に立ちます」の項目で肯定的評価をした生徒  １年生 ２年生 ３年生 ５月 ８４．３％ ７９．８％ ６６．７％ ９月 ７５．０％ ８２．６％ ７２．０％ 指導方法にかかわる教師の質問紙より，次の項目について意識の向上がみられた。  ・「英語の授業において，スピーチなどをする活動を通して自分の考えや気持ちが正しく伝わるように話させるために，理由や根拠などをつけさせる」 ・「聞くことの言語活動において，質問や依頼などの英語を聞かせて，適切に応じさせるために，あらかじめ聞き取りのポイントを示す」  （２）課題 ○ 家庭学習について 生徒の授業における学ぶ姿勢（意欲）は，十分に高まってきており，家庭学習についても，授業との関連を図っていることにより与えられた課題に意欲的に取り組んでいる。しかし，家庭で学習する内容を自ら考えるところまでは指導できていないため，積極的な学びの姿勢が十分に育っているとは言えない。 ○ 言語活動について 今年度，授業を展開する際，特に言語活動の位置づけや効果的な指導の在り方について，教科部会等で検討を行い，研究実践を行ってきた。その結果、３教科とも授業の中に言語活動を取り入れることはできた。しかし、教科の特性及び単元に応じた効果的な活動としては，まだ十分であるとは言えない。  ○ 協議会について ３教科の各部会では，毎回協議記録を作成・配付し、その回の課題を次の回の授業計画や協議の柱として研修を行い，充実した積み上げができた。しかし、３教科間では，課題や改善策を共有するための協議等が十分にできず，推進地域全体の取組みに各教科の積み上げを反映させることが十分にはできなかった。     （３）今後の改善方策等  指定２年目を迎え，３校では年度当初より意欲的に研究推進に取り組み，推進委員会及び教科部会等の活性化が図れた。 この２年間の成果と課題を踏まえ，次のとおり来年度の研 究の方向性を定めたい。 ○ 家庭学習について 家庭学習に対する生徒の意識を高め，主体的に学ぶ生徒を育てるために，生徒が自ら家庭学習の内容や方法等を考える場を設定し，指導する。 ○ 言語活動について 教科の特性や単元に応じた効果的な言語活動を取り入れた授業の確立を，全教科に共通した課題ととらえ、言語活動に

関する理論研修や実践研究を，教科部会及び全校規模で行う。 ○ 研究推進地域として 自己評価表の活用の取組み等で，３教科のみの取組みにとどまらない，学校全体の取組みが行え，教職員の意識は高まりつつある。課題や解決策を，さらに学校内全体で共有して取り組めるよう、情報を発信しながらこれまでの取組みを継続し，成果につながった取組みについては他校へ普及していく。     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年度の全国学力・学習状況調査から，Ｂ問題□1 の三や□3 の二，三（読み取ったことをもとに自分の意見を書く問題）の正答率が６０％を切る結果となっている。 （２）調査結果からの課題 調査の結果から，文章の構造や展開をとらえることに課題があることがうかがえる。また，読み取ったことをもとに自分の意見を書くことにも課題が見られる。 誤答分析を行うことにより，次の３つの力をつけることが必要と考えた。 ①いくつかの条件を踏まえて自分の意見を書く力 ②文章の構造をつかみ，文脈を把握して内容を理解する力 ③文章を比較（共通点・相違点の明確化）して読む力 （３）学年  第２学年 （４）単元の紹介 ① 単元名  ホタルの里づくり ② 単元の目標 文章構造を把握し要旨をとらえることができるようになる。 ③ 単元の展開 第１次：全文を通読し，結論が述べられている部分を探す。 第２次：結論が述べられている第５段落に対する，第１～４段落の働きを考えることにより，文章全体の構造を把握する。 第３次：第５段落の筆者の主張をとらえたうえで，自分の考えをまとめ，文章で表現する。 （５）授業改善のポイント ① 指導方法の工夫 文章の最初から順を追って読み取っていく方法でこれまで読解を行ってきた。しかし，内容をたどりながら読んでいくことに終始しがちで，言語活動も活性化しにくかったため，まず，筆者の主張（結論）からとらえさせ，本論の部分のはたらきを考えさせる方法をとることにした。それによって，文章の構造が見えてくると考えた。 また，最後に，人間と自然との関係や，自然環境の保護などについて書かれた他の文章を，比較等しながら読ませたうえで生徒自身の考えを書かせることによって，読みを深めさせるよう工夫した。 ② 教材の工夫 説明文「ホタルの里づくり」を主教材に授業を展開し，比較等を行うため，他の文章も教材として授業に取り入れた。 （６）検証    単元の学習が終了した後，【調査結果からの課題】に沿っ た作問をした評価テストを行う。 



 

（７）成果と課題    文章を前から順番にたどりながら読むのではなく，結論か   ら読み，本論とどのようにつながっているか，関係性を生徒 に読み取らせ，説明させたため，グループ学習等で根拠を挙 げながらの説明が積極的に行われた。しかし，ワークシートが板書と一致した構造的なものになっていなかったため，学習の記録として活用しにくいものになった。  【数学】 （１）調査結果からの課題 Ｈ２１年度全国学力・学習状況調査 Ａ問題 
□
3 （３）   次の問題と考え方を読んで，下の[   ]に当てはまる言葉   を書きなさい。(本校３年生 ３３.３％  全国３６.３％)  【問題】  折り紙を何人かの生徒に配るのに，１人に３枚ずつ配ると ２０枚余ります。また１人に５枚ずつ配ると２枚たりません。 生徒の人数を求めるために，生徒の人数をχ人として， 方程式をつくりなさい。  【考え方】    方程式をつくるために，χを使って，上の問題の数量の うち[     ]を２通りの式で表すと，３χ＋２０と   ５χ－２になります。この２つの式が等しいので， 方程式は３χ＋２０＝５χ－２です。   ・具体的な事象の中にある数量の関係を見出すことが不十分である。 ・数量の関係を文字を用いて,式または方程式に表すことが不十分である。 （２）指導改善のポイント 方程式をつくるために，着目する数量を見出すことができるようにする。 （３）具体的な取組み 第１学年  「方程式」 ① 数量関係をとらえさせるために，数量カードを作成し，それを組み合わせて方程式をつくる。 ア 問題文の中にある数量を言葉で表現した「数量カード」をつくる。 イ 「数量カード」をもとに数量の関係を方程式で表す。 ウ つくった方程式を解き，その解が問題に適しているかどうかを吟味して解答する。 ② グループで方程式を考察し，全体に説明させることで，その問題解決の手順や方法を共有する。 （４）検証 全国学力・学習状況調査の類似問題（評価問題）によって，数量関係を見いだし一次方程式を作り解く力があるかどうかを見る。 （５）成果と課題 ① 成果 ・生徒が「数量カード」の組み合わせを操作することにより，数量関係をとらえやすくなっていた。 ・自ら作った方程式であったため，意欲的に解こうとする場面がみられた。  ② 課題 ・授業後の評価問題では，正答率が３８.９％であり，全

国の結果を上回っていたが，さらに高めていく必要がある。  【英語】 （１）教科の調査結果の分析 平成２２年度「基礎・基本」定着状況調査において，英文を並びかえて，まとまりのある文章を作る問題の正答率が４８．１％であった。 （２）調査結果からの課題 ・長文（段落）の内容をおおまかに読み取る力や文章のつながりを読み取る力に課題がある。 ・文章の構成を考えさせ，文の流れをとらえさせる指導が不十分である。また，代名詞が何を指しているか，意識させて読ませ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  Let’s Read 1        A Magic Box ② 単元の展開 ・第１次～４次：本文の内容を読み取るために，読み取りの視点を与える。また，キーワードとなる語句をヒントとして与え，読み取り方に慣れさせていく。 ・第５次：３つの願い事を発表する。評価問題を実施する。 （５）授業改善のポイント    長文の内容に関する設問等の工夫をしながら，内容をおおまかに捉えさせる。そのための手立てとして次の４点を意識して指導する。 ① 文構造の復習 視覚的に理解できるよう，主語や動詞等の語順が分かりやすいよう提示し，復習させる。 ② 代名詞の使い方の確認 代名詞の働きについて復習し，練習問題で代名詞が具体的に何を示しているのか確認させる。 ③ グループ学習の活用 長文の内容についてのQ&Aにペアやグループで取組ませる。 ④ 長文の内容理解と文章構成について PCやDVDを活用して場面の内容を理解させる。また，掲示物を使って登場人物のせりふを明確にする。 （６）検証 単元の学習が終了した後，【調査結果からの課題】に沿って作問をした評価テストを行う。 （７）成果と課題  ① 成果 ・読み取りの視点を明らかにして教科書を読み，代名詞が示す内容を明確にすることは，長文を読み取る際の手がかりになることを生徒につかませることができた。  ② 課題 ・長文の内容の読み取りについて，読み取りの視点を示すことで，読み取る力がついたが，登場人物の気持ちを読み取ることについては不十分であったため，今後，指導が必要である。 


