
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：：：：福山市立向丘中学校福山市立向丘中学校福山市立向丘中学校福山市立向丘中学校    所在地所在地所在地所在地：：：：福山市水呑向丘福山市水呑向丘福山市水呑向丘福山市水呑向丘１０７１０７１０７１０７番地番地番地番地    ＨＨＨＨ ＰＰＰＰ：：：：http:www.edu.city.fukuyama.hiroshimahttp:www.edu.city.fukuyama.hiroshimahttp:www.edu.city.fukuyama.hiroshimahttp:www.edu.city.fukuyama.hiroshima.jp.jp.jp.jp/chu/chu/chu/chu----mukaigaoka/mukaigaoka/mukaigaoka/mukaigaoka/    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        ３９３３９３３９３３９３名名名名（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  「思考力・判断力・表現力の育成」 ～指導内容・方法，教材等の工夫を通して～ ②研究のねらい 「基礎・基本」定着状況調査，全国学力・学習状況調査において，通過率の低い問題を分析すると，根拠をもとに筋道を立てて考えることや，複数の情報を比較したり関連づけて読んだりしたことを表現することに課題がある。 家庭学習の時間においても，１時間以上の生徒が51.5％（H22.2 生徒質問紙）という状況であった。 このことから，指導内容や方法,教材等の工夫により，「テキストを理解・評価しながら読む」,「テキストに基づいて自分の考えを書く」等のＰＩＳＡ型読解力を高める授業の構築と，家庭学習の定着について取り組む。  （２）研究組織・体制 全教員で研究を進めていくため，国語・数学・英語の３グループに分かれて研究授業の参観，研究協議を行った。また，家庭学習については５教科を中心に実施することとした。 研究は，「誤答分析による課題の明確化」→「指導改善ポイントの明確化」→「研究授業」→「ワークショップ型研究協議で改善ポイントの有効性や新たな改善策を検討」→「評価問題による検証」というＰＤＣＡサイクルで行う。  （３）研究内容 ① 研究授業を，国語・数学・英語の３教科に社会・理 科を加えて５教科で行う。 ② 学習指導案には，家庭学習の問題や検証問題を新たに加え，授業改善サイクルを充実させる。 ③ 思考力・判断力・表現力育成のために指導内容・方法，教材等の研究を行なう。 ④ 全教科の定期テストへ思考力・判断力・表現力を測 る設問を取り入れ，結果の分析を行い，授業改善へ生 かす。 ⑤ 家庭学習は，漢字や英単語の繰り返し学習プリント（毎日配付）に，思考力や表現力を問うプリント（金曜日配付）を加え，家庭学習の習慣化を図り，学力の定着を図る。     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 ① 「基礎・基本」定着状況調査において，昨年度課題

があった設問の通過率が，調査結果に基づく授業改善により，今年度，次の通り上昇した。                       （％） 教科 項 目 Ｈ21年度 Ｈ22年度 登場人物の心情把握 39.3 64.6 国 語 文章の構成・展開の理解 57.0 69.3 扇形の面積 52.3 70.9 円錐の面積 46.7 61.4 数  学 垂直な関係 38.3 63.0 リスニング問題 １ 29.9 84.3 会話文の組立て 13 15.9 95.3 英  語 自分の考えや気持ちを書く 20 41.1 88.2  ② 生徒の思考・表現に係る姿勢や学習習慣が着実に  身に付いてきている。 ５月と９月に実施した生徒対象アンケートの結果， 肯定的評価の割合は，次の通りである。                      （％） アンケート項目 ５月 ９月 見たことや考えたことを人に伝えるとき，どのような順番で説明すると分かりやすいか考えている。 70.5 76.4 自分の意見と他人に意見を比較しながら聞いている。 72.1 77.7 自分と違う意見も受け入れながら，自分の考えを話している。 69.4 77.4 自分の考えや意見を，具体的な例を挙げ順番に気をつけながら話している。 59.8 68.0 自分で勉強の計画を立てている。 60.7 66.8  ③ 「全員参加の研究授業及び研究協議」，「思考力・判断力・表現力育成のための新たな実践を，各人２つ以上は行う」，「全教科で，定期テストに思考力・判断力・表現力を問う問題を出題し，授業の検証を行い，授業改善に生かす」ことを通して，「思考力・判断力・表現力」育成のための授業改善が学校全体で着実に実践できている。また，自分の授業力向上を実感できている。   10月末に実施した教員対象アンケートの結果は，肯定的評価の割合は，次の通りである。  アンケート項目 ％ 現段階で「思考力・判断力・表現力」育成のための学習指導内容・方法に係る新たな実践を１回以上行なうことができた。 90.0 授業ではグループやペアでの話し合いを仕組んでいる。 75.0 授業観察や校内研修で学んだことを自分の授業改善に生かしている。 95.0 家庭学習の定着に向けて，宿題の出し方，向中プリントに関する指導など，自分なりに努力している。 100.0 これまでの研究授業，校内研修等により，自分の授業力は向上してきていると思う。 85.0  （２）課題 ① 習得したことを基にして活用していく指導は着実に実践できているが，より日常的に広げていく活用型の授業になるよう，さらに研究を進めていく必要がある。 ② 学習習慣は身に付いてきているが，家庭学習を１時



間以上行なう生徒の割合が，55.1％（５月）から44.1％（９月）に下がっている。学習内容ややり方を工夫させるなど，意欲を高める取組みが必要である。  （３）今後の改善方策等 ① ３教科を中心に，「全国的な学力調査の具体的な実施方法（報告）」に示された例や新学習指導要領に示された言語活動例を参考にして研究を進め，授業提案をしていく。 ② 活用型の授業展開のために，総合的な学習の時間の内容を再考し，教科とリンクさせ，新学習指導要領で求められている活用型の授業を実現できるようにしていく。 ③ 家庭学習については，「もう30分頑張らせる！」を共通目標に，各教科の宿題に「～について調べなさい」，「～についてまとめなさい」，「～を説明しなさい」という問題を入れるなどの工夫を図るとともに，学習プリントをやり切らせる指導の徹底を図っていく。     ３３３３    実践事例実践事例実践事例実践事例 【【【【国語国語国語国語】】】】    （１）授業改善の実際 【実践事例Ⅰ】第１学年 単元名「わかりやすく説明しよう」                  評価問題は，情報源は同じであるが，書く目的や相手が違う犬を探してもらう依頼文と犬の紹介文を基に，情報の取り出しと分類に関する問題及び文章を評価し自分の考えを書く問題を作成した。 ①成果 文種に応じて，相手・目的を把握すること，情報を比較して取り出すこと，表現の工夫３点を取り出すこと，文章に対するアドバイス（内容面や形式面）を述べることは，90％の生徒が達成できた。 これらは，紹介文と依頼文の型を学習したり，グループで運動会の情報を整理したり，実際に，出身小学校へ出す運動会の紹介文と地域にある老人介護施設の方々に運動会へ来てもらう依頼文を書き分けさせた活動の成果といえる。  

                              ②課題 評価問題において，「２つの文章を比較して，共通する情報の取り出し，依頼文や紹介文の工夫点を挙げる」は，約10％の生徒が無解答であった。これは，量のある文章を比較して読むことに慣れていないことが原因と考えられる。一度に多量の問題に取り組ませるのではなく，少しずつ慣れさせていく。授業の中に，同様に取り入れていく。  【実践事例Ⅱ】第２学年 単元名「字のないはがき」                      今回の学習の検証として，教科書教材の「盆土産」の中の父親の心情を考える問題（授業中には取り扱っていない部分）を出題し，どれくらい正確に把握できるかを検証した。 ①成果  検証の結果は，複数の観点から心情を書いていた生徒の割合は26.0％，一つの観点で心情を書いていた生徒の割合は52.0％であり，合わせて78.0％であった。「基礎・基本」定着状況調査では複数の観点から心情を書いていた正答の生徒の割合は6.3％であったので，今回の学習を通して「内容（状況・言動等）を正確にとらえ，それらを関連付けて，複数の観点から心情を考えようとする力」は高まったと考えられる。   

【調査結果からみる課題】 相手・目的に応じて情 報を収集し，必要な情報を取捨選択する力 

【指導改善のポイント】 相手・目的に応じた情報の収集や整理の仕方を身につける。 

 【指導の工夫】 ① 向丘中の運動会についての情報をマッピングにより集め，整理させる。 ② 案内文や紹介文の型を学習し，実際の場面を想定して，相手・目的に応じて，案内文と紹介文に書き分けさせる。 ③  学校の広告を作るために複数の広告を比較し，目的・相手・表現の 工夫等を整理し，文章を評価させる。 

【誤答分析】 ・ 相手や目的に応じて，必要な情報集め，整理する指導が不十分。 ・ 日常生活において，活用できるような文章を書く活動が不十分。 ・ 目的に応じて文章や資料などを比較して，自分の考えを持たせる活動が不十分。      （平成19年度全国学力学習状況調査Ｂ－３の類似問題作成より）
【誤答分析】 ・ 展開に即して内容を正確に読み取ることができていない。 ・ 状況や登場人物の言動を手がかりに，深く心情を把握することができていない。 （平成22年度「基礎・基本」定着状況調査三３（３）） 【調査結果からみる課題】 ・ 展開に即して正確に内容を読み取る力 ・ 描かれた状況及び登場人物の言動を関連付け心情を読み取る力 

【指導改善のポイント】 展開に沿って状況や言動等をわか りやすくまとめさせ，それを手がかりに登場人物の心情を深く考えさせる。 【指導の工夫】 ① 心情を考えるポイントになる記述（描写）を表に整理させる。本教材の前半の思い出は「手紙の中の父の言葉や手紙に見られる父の姿」と「今までの日常生活で見られた父の姿」，後半の思い出は「疎開する末の妹に対する父親や家族の言動」を表に整理させる。 ② ①で整理させた記述（描写）を関連づけさせて，登場人物の心の声という形で心情を書かせる。それをグループで交流させることで，より深く心情を掘り下げさせる。 

４人グループでの情報の整理 学校からの文書を「型」として使用 
宛名 みだし あいさつ 日時・場所 



②課題 今回の検証問題では，誤答率は7.0％であった。主な誤答は，その場面での父親の状況や言動及び登場人物の息子の状況を正確にとらえられていないため，心情のとらえ違いをしているものが多かった。話の内容を正確に読み取らせる指導をさらに充実させていく必要がある。 また，無解答率が15.0％であった。これは，「基礎・基本」定着状況調査の時よりも増えている。その主な原因として，学習に対する意欲が低いこと，また場面の状況を自力で読み取ることができなかったために心情を考えることができなかったことの２点が考えられる。  （２）国語科における今後の改善策 ① 例えばＡの立場で書かれた文をＢの立場で書かせるなど，視点を変えて文章を書き換えることで登場人物の心情把握をさせる。 ② 国語を不得意としている生徒にも，取り組みやすいように内容を整理させるための方法を身につけさせるとともに，学習課題を明確にして学習意欲が持てる授業，つまずきの予測と考え方の支援を準備した指導を行っていく。  ③ 複数の文章を比較させ，書き手の意図や工夫の違い を考えさせる。    【【【【数学数学数学数学】】】】    （１）授業改善の実際 【実践事例Ⅰ】第２学年 単元名「図形の性質と合同」                 ①成果 本単元終了後，平成22年度全国学力・学習状況調査Ｂ4(1)を解かせ指導の検証を行った。正答率は76.0％であった。（4月実施：正答率42.5％） 今回の指導改善によって，証明をよんで，合同条件で用いられている辺や角の相等関係はどの部分であるのかを把握する力が付いたといえる。 授業においても，証明の型を示し，ペア学習やグループ学習をしくみ，説明させる場面を多く取り入れ，筋道立った考え方を自分の言葉で工夫して伝えようとする力が付いてきた。   

             ②課題 平成22年度全国学力・学習状況調査Ｂ4(1)は，合同な図形が重なった問題の正答率は76.0％である。本校自作の図形が離れた問題の正答率は82.0％であり，２つの正答率を比較すると図形が重なっている問題は，正答率が6.0％下回っている。重なっている図で，対応する辺や角の仮定を手掛かりに証明することができていない。  【実践事例Ⅱ】第３学年 単元名 関数 2
axy =

               ①成果 本単元終了後，平成22年度全国学力状況調査11(3)を解かせ指導の検証を行い，正答率は40.6％であった。 （4月実施：正答率22.6％）表や図などを用いて，２つの数量の関係を読み取る活動を増やしてことによって，２つの数量の関係を表す式をつくることができる生徒が増えたと考えられる。  ②課題 誤答を分析すると33.0％は式が不完全であった。このことは次の理由が考えられる。 ・Ｙが三角形の面積を表しており，等式の右辺にはＸを使って三角形の面積を求める式をつくる必要があることを理解していない。 ・三角形の面積の求め方を理解していない。 ・ＡＰ＝３ＡＱという式の意味を読み取ることができない。または，そのことからＡＱ＝□Ｘとしたとき ＡＰ＝３Ｘと式で表すことができない。   

【誤答分析】 説明をよんで，合同条件で用いられている辺や角の相等関係はどの部分であるのかを把握することができていない。 （平成22年度全国学力・学習状況調査 B４（1）） 【調査結果からみる課題】 証明をよみ，そのしくみをとらえる力 

【指導改善のポイント】 三角形の合同について，その説明を書かせるだけでなく，説明をよませ，どのような根拠が用いられているのか確認させる。 【指導の工夫】 ① 説明をよませ，合同条件で用いられている辺や角の相等関係はどの部分であるか図で確認させる。 ② ①で合同条件が把握できない生徒に対しては，対応する辺や角などを色彩で図示するなど視覚的に理解させる。 

【誤答分析】 ・ 与えられた文字がどの数量を表すかを読み取ることができていない。 ・ 長方形の縦，横，周囲の長さの数量関係を等式で表すことができていない。        （ 平成22年度全国学力・学習状況調査Ａ11（３））  【調査結果からみる課題】  文字式の計算ができることに重点を置く事が多く，文字式の意味を具体的な事象の中でよみとり，具体的な事象を表す式を作らせる指導が不十分 

【指導改善のポイント】 数量の関係が分かりやすく，単純な式で表すことができる問題を多く扱うとともに表や図などを用いて２つの数量を具体的にとらえさせることにより，式の表現活動を増やす。 【指導の工夫】 ① 表や図などを用いて２つの数量を具体的に捉える活動を取り入れる。 ② 簡単な問題で数量関係を式にする活動を多く取り入れる。  

説明の型 型を活用して表現 



（２）数学科における今後の改善策 ① 数量関係を把握し，等式で表したり，等式を変形させたりする活動を，授業や家庭学習で多く取り入れる。 ② 線分図・表・グラフを利用した求め方を，互いに説明し，それを評価する活動をグループ学習の中に取り入れていく。 ③ 活用力をつけるために，家庭学習の課題プリントを作成し，求め方を筋道を立て書く活動に取り組ませる。  【英語】 （１）授業改善の実際 【実践事例Ⅰ】第１学年 単元名 Unit 7 A Message from Brazil                                    ①成果 評価問題は，誤答分析をした問題の類似問題を作成した。その結果，正答率は67.6％であった。約70％の生徒が文型ドリルや単語カードを使用し，視覚的に英文構造を理解させる活動を通して，主語，動詞，目的語の語順を意識して英文を作れるようになった。 ②課題 誤答率が17.6％，無解答率が14.7％であった。基礎的な単語を正確に書ける力が十分身についていない。また，

授業で学習したことを家庭で復習させ，定着を図っていくことが不十分である。  【実践事例Ⅱ】第２学年 単元名 Unit３ Welcome home                          ①成果 評価問題は，誤答分析をした問題の類似問題を作成した。疑問詞を使ったＱＡ活動や，疑問詞に注目して音読する活動をした結果,正しい疑問詞を書くことができるようになった。 ②課題 課題としては,疑問詞の使い方や意味は理解していても,後に続く会話の内容を慎重に読み取ることができていないためのミスがあったことである。この問題のように,内容をよく考えてから疑問詞を選ぶ問題に多く触れさせていく必要がある。   ①成果   すごろくの場面では，活動を通して生徒全員が疑問詞を使って意欲的に練習をすることができた。  ②課題   新出事項を定着させる活動が単調になりがちなので，実生活と結びつけたコミュニカティブな活動になるよう工夫する必要がある。 （２）英語科における今後の改善策  ① 日々の授業の中に書く時間を位置付けて，正しい英文を書ける力を身につけさせる。 ② 既習事項を定着させるため，授業と関連付けた家庭学習の内容を工夫する。 ③ 身近な生活と結びつけた基礎的事項のドリル活動を十分行ったうえで，既習事項を活用させた活動を取り入れていく。 

【指導改善のポイント】 ・ Ｑ＆Ａ活動を充実させ，書かせる前に基本文の口頭練習を十分に行う。 ・ 語と語のつながり，主語，動詞を意識して正しい英文を書かせるために，単語カードを使って英文を作成させる。  
【誤答分析】 ・ 誤答の10.2％については，I watch TV yesterday．と解答するなど一般動詞の過去形が理解できていない。 ・ 誤答の 3.9％について，I English studied yesterday．としたのは，主語，動詞，目的語の順が理解できていない。 （ 平成22年度 「基礎・基本」定着状況調査 10 「書くこと」） 

【指導の工夫】 ★Ｑ＆Ａ活動（現在進行形を使って質問に答えさせる） ① 人物が動作をしている絵を見て，英語の質問に答えさせる。 ② 英文を黒板に提示し，口頭練習させる。 ③ 主語，動詞を意識しやすいようにＳ，Ｖ，Ｏの印をつけさせる。 ★単語カードを使って主語，動詞を意識させる。  ① 人物が動作をしている写真を黒板に貼る。  ② 写真を見て，現在進行形を使って英文を作成させる。  ③ 個人で考えてノートに英文を書かせる。  ④ ４人班で話し合い英文を単語カードに書かせる。  

【調査問題からみる課題】 ・ 英文を書く前の基本文の口頭練習が不十分 ・ 主語，動詞の語順を意識させ，英語を書かせる指導が不十分 

【誤答分析】 ・ What と誤答した生徒 8.4%については，B の会話に「楽しい時間を過ごした」という表現があるために何をしたのかを問われていると間違い,この会話の流れを正確に読みとることができない。 ・ Where と誤答した生徒 19.6％については,Where という疑問詞の意味は理解できているが，A の質問の中に「もみじ公園」という場所を表す語句があるため,場所を聞いていると間違え,Whereを選んだ。 ・ Whoと誤答した生徒3.7%については，会話の内容を読み取れてい ない。疑問詞の意味が理解できていない。 （平成21年度「基礎：基本」定着状況調査６３「読むこと」） 【指導改善のポイント】 ・ 疑問詞を使った Warming Upでいろいろな疑問詞を使った質問に答えさせる。  ・ 入国審査の場面設定で疑問詞を使った表現を扱う。  【指導の工夫】 ① グループになり,それぞれの疑問詞を使った質問に答えさせる。すごろくゲームのように進めさせる。書いてある質問に正確に答えさせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② ペアになり,旅行者と入国審査をする人を決め,モデル文を読ませ,実際に演じさせる。練習してよめるようになったら,語句を言い換えて練習させる。  （例） The man   :  Can I see your passport, please? Traveler   :  Here you are. The man   :  What’s the purpose of your visit? Traveler   :  Sightseeing.(Study). The man   :  How long are you going to stay? Traveler   :  About three weeks. The man   :  Who are you going to stay with? Traveler   :  My father. He lives in downtown Los Angles. The man   :  OK. Here you are. Enjoy your stay. Traveler   :  Thank you.  
型（基本文） 型の活用 

【調査問題からみる課題】 疑問詞の意味を確認した上での質問にあった答え方の指導や，疑問詞を使った会話をする言語活動が不十分 
When is your birthday? 
Who is your favorite singer? 
What are you going to do this summer? 
Where is your favorite place? 


