
事業名事業名事業名事業名：：：：中学校学力向上対策事中学校学力向上対策事中学校学力向上対策事中学校学力向上対策事業業業業    推進地域名推進地域名推進地域名推進地域名：：：：三原市研究推進地三原市研究推進地三原市研究推進地三原市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    三原市立幸崎中学校 4 88 三原市立第四中学校 4 70 三原市立久井中学校 5 121 三原市立大和中学校 7 137 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・表現力の育成  ～指導方法の工夫と教材開発を通して～ ②研究のねらい   研究推進校が連携し，具体的な指導方法の工夫や教材開発を行うことで，生徒の思考力・表現力の育成を図る。 ③研究仮説 各教科において次のことを充実・徹底すれば，思考力・表現力が育成できるであろう。 ○国語科：｢話すこと｣｢書くこと｣についての基本的な技能を育成し，言語活動を充実させる。 ○数学科：数量関係を数学的に説明する力を育成し，数学的活動（操作・思考・説明）を充実させる。  ○英語科：「書く」活動を意図的に取り入れ，他の３技能と有機的に関連付ける。 ○全教科：家庭学習の充実と習慣化 （２）研究組織・体制（省略） （３）研究内容 ①授業モデルに沿った授業展開の工夫    昨年度は『「ひろしま」学びのサイクル』に沿い，言語活動を充実させた授業改善を行った。本年度は市内すべての中学校の授業モデルをもとに「三原市授業モデル」を作成し，モデルに沿った研究授業を実施する。   ア 「個人思考，グループ思考，全体思考・比較・検討， 個人思考（振り返り）」の共通スタイル   イ 教科の特色や課題を踏まえた展開部分 「国語 自分の考えを書く」 「数学 自分のことばで説明する」 「英語 自分で表現する（書く活動重視）」 ②家庭学習の充実    平成22年度「三原市家庭学習モデル」を作成し，家庭学習の習慣化・充実を図る。 ア 知識・技能の定着に加え，思考力・表現力の育成を図る課題を提示する。 イ 授業と家庭学習の連動を図る。（授業モデルに位置づけ，指導案に明記する。）  ウ 家庭における学習方法を教える指導を加え，指導方法を交流し，改善を目指す。 ③指導案・指導方法のステップアップ 昨年度は，課題分析に基づき，指導方法を工夫して指導案を作成し，効果を検証してきた。本年度は，昨年の授業反省，検証，今年度のデータ分析を基に，指導案の修正を行い，改善ポイントを指導案に明記するとともに，授業のステップアップを図る。また，教材研究を深化させる。 

④教材開発    指導方法質問紙の結果により，新たな教材を取り入れ指導方法を工夫した授業を行う。 （４）学力調査等の結果        ○平成22年度標準学力調査(資料1)        ○「基礎・基本」定着状況調査（資料２） ○全国学力・学習状状況調査(資料３)        ○生徒質問紙（Ｈ21 ９月とＨ22 ９月比較・領域別４校平均）（資料４）        ○生徒質問紙（Ｈ21 ９月とＨ22 ９月比較・教科別４校平均）（資料５）           ○評価問題正答率（資料６）               ○国語標準学力領域別（資料７）                  
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学力指標 ・平成22年度の標準学力調査，全国学力・学習状況調査，「基礎・基本」定着状況調査の平均通過率を昨年度から２ポイントアップ ・生徒意識調査 各項目での肯定的評価75％以上 

「好き」「楽しみ」「役に立つ」 「よく分かる」各教科平均 国語 73.6%→76.6%（△3.0） 数学 60.9%→73.0%（△12.1） 英語 57.7%→70.6%(△12.9） 国語は指標75%達成 数学・英語 大幅に改善 
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指標 
020406080100学習習慣 思考力表現力学習動機・学習意欲社会的事象への関心や体験読書活動 平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度  すべて昨年を上回る 思考力 73.0%→78.5% 表現力 62.5%→67.1% 思考力指標 75%達成 学習習慣，表現力，読書活動 75%を下回る 



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 ○思考力・表現力を高める取組により，生徒の意識も高まり，特に英語の基礎的な力や数学の思考力に顕著な改善が見られた。（資料２・３・５） ○「三原市授業モデル」に沿い，特に「書く活動」を重点的に取り組むことで通過率が向上した。（資料７）   「基礎・基本」定着状況調査 国語「書くこと」通過率83.6%（全国＋6.7） 英語「書くこと」通過率66.1%（全国＋10.8）  （２）課題 ○国語「読むこと」「言語」の領域に課題がある。(資料７)    ○改善が見られない教科，学年がある。（資料１） ○学習習慣の肯定的意識が指標を下回っている。家庭学習の 充実・習慣化に課題が残る。（資料４） （３）研究仮説から（指導方法の工夫）    ○各研究授業後の検証において，どの授業でも授業後の評価問題の正答率が事前よりも上がっていたことから，研究の仮説（１（１）③）を基に行った３教科の取組は有効であったといえる。（資料６） （４）今後の改善方策等 ○国語科での「読むこと」「言語」の領域の定着を図るために，導入場面においてペア活動・音読・暗唱・ドリル等の工夫を行うことで，繰り返し学習を充実させる。 ○英語科・数学科の導入場面では，共通的の学力課題を明らかにし，内容を特化した繰り返し学習を行う。 ○家庭学習の定着や充実，基礎・基本の定着を図るために，各校で課題を明らかにして学校全体で取り組む。  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１の二(新聞のトップ記事とコラムを比較して書き方の違いを把握する問題)の誤答分析 選択肢 １ ２◎ ３ ４ 無解答  ％ 13.6 36.4 34.1 15.9 ０ （２）調査結果からの課題  【誤答分析】   ○事実と意見・感想を文末などの表現に注意して読み取るこ とや２つの文章を比較して読むことができていない。  【課題となる力】   ○事実と意見・感想を文末等の表現に着目して読み取る力   ○２つの文章を比較して読む力 【指導上の課題】   文章の内容を読み取り，理解するだけでなく，文章の種 類・ジャンルによってどのような内容をどんな構成で，どのような論理でどのように表現しているかに注目して読み取ることが，これまでの国語科の学習の中で不十分であった。 （３）学年 第３学年 （４）単元の紹介 ① 単元名 「『書評』で楽しむ」 ② 単元の目標  ○書いた書評を読み合って交流し，自分の見方や感じ方をより確かなものにする。 ○取り上げた内容について観点を明確にして，説得力のある 文章を書く。  

（５）授業改善のポイント ①指導方法の工夫 【授業モデルに沿った授業展開の工夫について】 「読書感想文」との違いをおさえながら，「書評」とはどういうものかを理解させる。 モデルの書評と自分の感想文を比較して，「書評」の形にするためにどう直せばよいかを考えさせる。書評を読み合い，自分と人の見方・感じ方，表現の仕方を比べさせる。 感想文を書評に書き直す。自分の評価や感想・批評を記す際に，根拠を明らかにさせる。 【家庭学習の充実について】 書評の対象作品を繰り返し音読し，内容を把握しておく課題を出す。 【指導案・指導方法のステップアップについて】   昨年度からの２校での同単元授業研究を受けて，書評と感想文の違いを明確につかませるために自分の感想文を書評に書き換えるという学習活動を取り入れた。 ②教材の工夫  書評のスタイルをより確かなものとして理解させるために 書評家の書いた作品を教材とした。 ③評価の工夫（評価問題，調査問題も含む）   《評価問題》 ○「全国学力・学習状況調査」Ｂ問題１の二   ○「おーい でてこーい」書評 （６）授業の様子（生徒の変化）   感想文を各自が書いた上で，書評家が書いた書評の内容や表   現の仕方を分析した。感想文との比較を取り入れることで，「書評」という文章の目的に対する理解が深まり，書評への書き換えに生かすことができた。 （７）検証   ○「全国学力・学習状況調査」Ｂ問題１の二 選択肢 １ ２◎ ３ ４ 無解答 事前％ 13.6 36.4 34.1 15.9 ０ 事後％ 9.1 63.6 15.9 9.1 2.3 正答率 36.4％→63.6％ ○「おーいでてこーい」書評 内 容 評価･紹介あり 評価･紹介なし 無解答 生徒の割合％ 79.5 9.1 11.4 あらすじと感想以外の評価や紹介を書いている割合 79.5％ （８）成果と課題   ①成果   ○指導方法の工夫と教材の工夫は，事実と意見・感想を文末 などの表現に着目して読み取る力，２つの文章を比較して読 む力を育成することに効果があった。   ○推進地域内での授業研究・研究討議を生かし，指導方法のステップアップを図ることができた。 ②課題   ●書評の中身をつかみきることができず感想文に終わった生 徒，無解答(未提出)の生徒もいた。  ③今後の改善策   ◎文章のジャンル別の理解を進める指導を行っていくこと。   ◎目的に合わせた書き方の指導を日常的に行っていくこと。 【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」Ｂ問題２  ①問題の概要    連続する３つの奇数の和について反例をあげて説明し， 発展的に考えること。 



生徒の解答例81.9 9.1 4.5 4.5 0020406080100
解答類型本校の割合 doisaredoes無解答

②出題の趣旨  連続する奇数について予想された事柄をよみ，次のことができるかどうかをみる。 ○予想された事柄を振り返って考えること ○事柄が成り立つ理由を説明すること ○発展的に考え，成り立つ事柄を説明すること ③正答，無解答の割合 問題番号 （１） （２） （３） 正  答 （準正答） 63.3 26.5 (16.3) 67.3 (16.3) 無解答 8.2 24.5 14.3  （２）調査結果からの課題 ○解答類型４について（19.5%）    連続していない奇数を記入しており，問題の把握が十 分できていない。 ○解答類型９について（26.4%）    文字式で表された連続する３つの奇数の和を正確に処 理することができていない。    ３の倍数になることの説明の仕方が理解できていない。 ○解答類型５について（14.７%）    連続する４つの奇数の和に関する記述が十分でない。 （３）第３学年 （４）単元の紹介 ①単元名 式の計算 ②単元の目標 文字式を用いた簡単な多項式について，式の展開や因数分解をするとともに，目的に応じて式を変形したりその意味を読み取ったりする能力を伸ばす。 ・単項式と多項式の乗法及び多項式を単項式で割る除法の計算をすること。【A(2)ア】 ・簡単な一次式の乗法の計算及び次の公式を用いる簡単な式の展開や因数分解をすること。【A(2)イ】 ・文字を用いた式で数量及び数量関の関係をとらえ説明すること。【A(2)ウ】 （５）授業改善のポイント ①指導方法の工夫 【授業モデルに沿った授業展開の工夫について】 ・さまざまな数量（偶数，奇数など）を文字式で表せるようにする。 ・整数の性質を見付けさせ，それが成り立つかどうか考えさせる。 ・見付けた事柄について，根拠を明らかにして証明を完成させる。 【家庭学習の充実について】 本時の学習内容の定着を図るために，数値を変えた問   題を家庭学習として実施する。 【指導案・指導方法のステップアップについて】    昨年度の課題から，事柄の真偽を反例をあげて説明する活動を取り入れた。 ②教材の工夫 連続する２つの奇数の差を演繹的に説明させる問題で，帰納的に考察させることを通して見通しをもたせる。 ③評価の工夫（評価問題，調査問題も含む） 連続した偶数や奇数の問題を利用して，その数量の関係を文字式で表し，目的に応じて変形させるなど，思考の過程や変容を自己評価させる。 （６）授業の様子（生徒の変化）  

【生徒Ａ】 ＜事前＞ ６６６６ｎｎｎｎ++++３３３３＝＝＝＝６６６６（ｎ（ｎ（ｎ（ｎ++++３３３３））））    ｎｎｎｎ++++３３３３は奇数なので，連続する３つの奇数は３の倍数である。 ＜分析＞ 倍数は□×（自然数）の形で表されることの理解はあるものの，式変形の力と，倍数判断の力が付いていない。 ＜事後＞ ８８８８ｎｎｎｎ++++４４４４＝＝＝＝４４４４（（（（２２２２ｎｎｎｎ++++１１１１））））    よって，２２２２ｎｎｎｎ++++１１１１は整数なので，４４４４（（（（２２２２ｎｎｎｎ++++１１１１））））は４の倍数である。 ＜分析＞ ４の倍数を表現するのに，４×（整数）という形で表すことを理解している。また，式の計算を学習した後なので，目的にあう式変形ができていた。さらに，２２２２ｎｎｎｎ++++１１１１が整数であるという根拠も説明できている。  【生徒Ｂ】 ＜事前＞ ６６６６ｎｎｎｎ++++３３３３    ＜分析＞ 計算するだけにとどまっている。３の倍数である事の示し方の知識が付いていないため，説明ができない。  ＜事後＞ ８８８８ｎｎｎｎ++++４４４４＝＝＝＝４４４４（（（（２２２２ｎｎｎｎ++++１１１１））））    よって，４の倍数である。 ＜分析＞ 根拠を伴った解答には至っていないが，４の倍数の表現の仕方，結論を書くことができるようになった。  （７）検証 問題番号 事柄が成り立つ理由を説明する 事  前 26.5％（無解答24.5％） 事  後 42.0％（無解答12.0％） （８）成果と課題 ①成果 ○具体的な数を利用して考えたので，８の倍数が８× （自然数）で表されることを理解できていたことから，指導方法の工夫，教材の工夫は有効であった。 ②課題 ●根拠を示さず，結論だけ書く生徒がいることから，証明の理解が十分でなかった。 ③改善策 ◎日常的な授業で，常に根拠を意識させて表現させる場面を設定するなどの指導を工夫していく。 【英語】 （１）教科の調査結果の分析 平成21年度「基礎・基本」定着状況調査□6－１「適切な語を用 いた会話文の組み立て－疑問文」に関する問題の誤答分析 （２）調査結果からの課題              
調査問題６－１21.321.12020.52121.52222.523 通過率正答率 本校広島県  

（資料② 生徒の解答類型） 資料① H21県と本校の正答率）  



【誤答分析】（資料①②より） ○主語は複数と理解しているが，doが「する」という意味の 一般動詞だと理解できていない。 ○主語が単数か複数か，動詞が何か理解できていない。 【課題となる力】  ○一般動詞の疑問文の文構造を理解する力。    ○助動詞 do, does の用法の違いを理解する力。 【指導上の課題】 ○一般動詞とbe動詞が共に動詞であり，文中で一緒に用い ることができないことを理解させる指導が不十分である。 ○一般動詞の疑問文で，主語が単数か複数かを判断し，助動詞の do, does どちらを用いればよいかを判断する指導が不十分である。 （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   本単元では，自己紹介やインタビューを通して一般動詞 の文の形・意味・用法を理解させ，色々 な動詞を使った文 を書くことができる力を育成することをねらいとする。 （５）授業改善のポイント ①指導方法の工夫 【授業モデルに沿った授業展開の工夫について】 ○一般動詞とbe動詞の疑問文を比較しながら，文構造を理 解させる。主語に注目させ，疑問文に必要な助動詞 doの正 しい使い方を理解させる。 ○書き換え問題や，答えとなる文から疑問文を推測する活動を通して英語の文構造やその文に適切な語句が何かを考えさせる。   ○個人思考，集団思考，全体思考の場を効果的に取り入れる。   ○ペアやグループになったとき，相手に分かりやすく説明し たり，お互いに「なぜそうなるのか」を話し合わせることで， 理解を深める。 ○興味関心の高い身近な内容を扱ったコミュニケーション活動を取り入れることで，正確に伝えようとする意欲と，事実を知ろうとする意欲を高める。   ○インタビューした内容をメモに書き，その後，正しい文章 として書いていくことで，正確な文を書く力を付ける。 【家庭学習の充実について】 ○学習したことを自分なりに分かりやすくまとめる。色を使ったりポイントを書いたりしながら基本文や重要表現を繰り返し書く。見本となる生徒のノートを定期的に紹介したり，相互評価したりすることで，意欲を高める。 【指導案・指導方法のステップアップについて】 ○昨年度の指導案と調査問題等の検証結果を参考にして，生徒のつまずきに対してより効果的となる指導方法を考察し，文を比較させてその違いに気づかせる授業展開へと改善した。 ②教材の工夫 ○黒板と電子黒板を活用した。黒板には，１時間の学習内容が分かる構造的な板書をし，電子黒板は，情報量を確保する場と，視覚的支援の場で活用する。 ③評価の工夫（評価問題，調査問題も含む） ○「基礎・基本」定着状況調査の類似問題を作成し，「適切な語を用いた会話文を組み立てる」力の変容をみる。 （６）授業の様子（生徒の変化） ○前単元で学習したbe動詞の文と一般動詞の文の違いが理解できるまで，個人，ペア，グループ思考を繰り返した。会話文の答えとなる文から疑問文を推測する場面でも，doやbe動

詞に注目するようになり，ノートにも矢印や色分けをしてまとめられるように変化した。                  ○調査問題と同じ形式の適切な語を選ぶ問題で調査したところ80％以上の正答率だった。（資料③） ○平成22年度「基礎・基本」定着状況調査の結果が67.9%となり，成果が見られた。（資料④⑤）第１学年に，同様の指導(助動詞doesを含む文)をした後に調査したところ，通過率が89.1%であった。（資料⑥）二度の調査問題の結果から，比較して違いを理解させる指導に効果があることが分かった。  （資料④ H22県と本校の通過率） （資料⑤ H22生徒の解答類型）                            （８）成果と課題 ①成果 ○指導方法の工夫と教材の工夫は，do,doesの適切な使い方を理解する力を育成することに効果があった。 ②課題 ●主語が複数であることは理解できているが，一般動詞とbe動詞の疑問文の違いを正しく理解させる指導になっていない。 ③改善策 ◎口頭練習と書く活動をセットにしたり，肯定文から疑問文，否定文へと書き換えたりする活動を繰り返し取り入れる。 ◎多くの練習問題に取り組ませることを通して，一般動詞とbe動詞の疑問文の違いを正しく理解させる。 ◎ペア学習グループ学習など生徒の教え合いの場を確保することを通して，理解の定着を図る。 

評価問題90 100
0 05 05 00 0020406080100120
問題１　 問題２　

生徒の割合 1 正答2 大文字・小文字間違い3 つづり間違い4 それ以外の間違い9 無解答  
（資料③評価問題） 学習段階を考慮して，助動詞doを用いる一般動詞の文とbe動詞の疑問文のみで調査した。 

生徒の解答例81.9
9.1 4.5 4.5 00102030405060

708090
解答類型生徒の割合 doisaredoes無解答  

生徒の解答例67.9 3.6 21.4 7.1 00102030405060
7080

解答類型生徒の割合 doisaredoes無解答  
調査問題６－４67.9 30.40102030405060

7080
通過率正答率 本校広島県

 （資料⑥ H22第１学年の割合） 

（７）評価問題からの分析 


