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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：：：：尾道尾道尾道尾道・・・・府中地区研究推進地域府中地区研究推進地域府中地区研究推進地域府中地区研究推進地域    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    生徒数生徒数生徒数生徒数    尾道市立美木中学校 ７ １９９ 尾道市立原田中学校 ３  １２ 尾道市立御調中学校 ８ １９６ 府中市立府中明郷中学校 ７ １４５ （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・表現力の育成 ～全国学力・学習状況調査等の結果を活用した授業改善～ ②研究のねらい  昨年度の取組により，本年度の全国学力・学習状況調査では，数学Ｂの正答率は県平均を上回り，国語Ａ・数学Ｂの正答率も向上傾向にある。しかし，国語Ａ・Ｂ，数学Ａは依然県平均を下回っている。（図１参照） 本年度の「基礎・基本」定着状況調査では，国語，英語が県平均を下回る結果であった。（図２参照） これらのことから，本地域の中心的改善課題を，「根拠を明確にして意見文を書いたり，説明したりする力を高めること」ととらえ，このことに有効な指導の実践を通して，授業改善研究を推進する。  （２）研究組織・体制 （省略）  （３）研究内容 〈授業改善のポイント〉  ① 授業モデル（課題設定→個人思考→練り合い→まとめ→振り返り）に基づく展開…授業の流れを統一し，必ず取り入れる活動の共有化。 ・個人思考の重視 ・練り合いの必要性の 確認（全員の個人思 考を深め，広げるた めに設定する） ・まとめと振り返りの 意味づけ（本時学習 内容の整理と，それ を学ぶ過程の自分の 思考への気付き） ・振り返りの習慣化 （各自の学びの状況を 自分の言葉でまとめさせる活動） ② 指導の工夫…学習意欲と思考力・表現力を育む工夫 ・辞書を活用した個人思考（辞書で確認した内容を根拠に文脈上の解釈を自らまとめ，練り合いに持ち込める個人思考を確実にもたせる指導） 

 ・情報の比較・取捨選択を仕  掛けた思考への働きかけ 〔国語科〕 ・２つの表現を比較させて   効果の相違を考え，その   違いを根拠に個人思考し，  練り合い場面で作者の意   図に迫る指導 〔数学科〕 ・適応題に複数情報を挿入し，問題解決に必要な情報を選択する過程で，根拠を鮮明にさせる指導   ・表現することが自信につ  ながる場面の設定 〔英語科〕 ・ペア・ロールプレイの      設定により，全員が表現し，それを受容する指導  〈検証方法〉 県内研究推進地域，推進校共通の中学校生徒質問紙調査（４件法）のうち，思考力，表現力を見取る項目による，プレ（５月実施）・ポスト（９月実施）・フォロー（平成２３年１月実施）の数値変化の見取りによって検証する。     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     〈検証結果〉 
・思考力，表現力に関する〔項目６〕，〔項目１０〕に着目すると，いずれも２年生は変化はみられないものの，３年生においては８ポイント以上の向上が見られた。  （１）成果 ①情報の比較や情報の取捨選択を取り入れた授業展開を行うことで，根拠を基に考える力がついた。 ②個人思考から集団思考を仕組むことで，他者の考えを基に自分の考えを再考し，表現する力が高まった。 （２）課題 ①３年生は成果が見られた取組が，２年生の思考力・表現力を高めるものになり得ていない。 ②練り合いによって個人の思考が深まったという手応えをもたせるだけの有効な中身が創造できていない。 （３）今後の改善方策等 ①１・２年生においては，思考力を高めるために，確実に基礎・基本の知識・技能を習得させ，それを活用させる課題設定を授業の中に仕組む。 ②－１ 自己効力感，自尊感情を高め充実した「練り合い」にするための話し合いや説明の仕方のモデルを示し，そのやり方を身に付けさせる。 ②－２ 「振り返り」を単なる感想で終わらせないために，生徒が理解できなかったところにコメントを入れ，学習意欲を喚起できるように一筆指導を行う。 
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66.5 61.266.5 69.750556065707580 ２年 ３年
項目６ なぜ、そうなるのか理由を考えている。 ５月 ９月 73.1 62.873.1 72.550556065707580 ２年 ３年

項目１０ 違う意見も受け入れながら、自分の考えを話している。 ５月 ９月

辞書を活用し，練り合う場面 
ペア・トーク場面 



３ 実践事例 【国語】 （１）教科の調査結果の分析 平成２２年度「基礎・基本」定着状況調査三３（３） ①出題の趣旨     文章の展開に即して登場人物の心情を的確にとらえることができるかどうかを確認する。 ②誤答分析 ○解答類型２（37.0％） ・「自分が悪い」という内容は踏まえているが，「オヤジに怒られても仕方ない」という内容は踏まえていない。 ○解答類型９（左記以外）について（31.5%） ・語句の持つ意味を文脈中で正確にとらえていない。 ・文頭の「Ｈは」，文末の「と思った」に続く形で書いていない。 ○無解答（24.1％） ・いくらか読み取っていても，条件に合わせて文章にまとめることができない。 （２）調査結果からの課題 ①課題となる力 ・言葉を手掛かりに文脈をたどり，人物の言動や展開などに注意して登場人物の心情を的確に読み取る力 ・読み取ったことを自分の言葉で表現する力 ②指導上の課題 ・言葉を手掛かりにしながら文脈をたどり視点を定めて読ませる指導が不十分である。 ・文章中の語句や表現の仕方に注目させ，登場人物の心情を読み取らせる指導が不十分である。 ・読み取ったことを自分の言葉で表現させ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  心の歩み 「大人になれなかった弟たちに･･･」 ②単元の目標 ・作品の背景にある時代状況や，家族の在り方などを通して，興味をもって取り組み，作品の表現を味わおうとしている。 ・文脈の中における語句の意味を理解し，表現に注目して，登場人物の心情をとらえている。 ・作者の思いにふれ，自分のものの見方や考え方を広げることができる。 ③単元の展開（指導計画） 第一次 ・題名の意味を考え，作品に興味をもって通読し，感想を交流する。 第二次 ・弟のミルクを盗み飲みしてしまった「僕」の心情を読み取る。 ・親戚に相談に行ったときの母の表情から，母の心情を読み取る。 ・疎開先での家族の生活の様子を読み取る。 ・ヒロユキの死と母の涙のわけをとらえ，母の心情を読み取る。 第三次 ・最後の一文と題名から，作者が作品に込めた思いを考える。  

（５）授業改善のポイント ①授業モデル 「練り合い」を重視した授業展開 課題設定課題設定課題設定課題設定→→→→個人思考個人思考個人思考個人思考→→→→練練練練りりりり合合合合いいいい→→→→まとめまとめまとめまとめ→→→→振振振振りりりり返返返返りりりり         ・ワークシートへの個の考え（母の心情）の記入と交流。 ・記述による振り返りの実施。 ・評価問題（平成２２年度「基礎・基本」定着状況調査）による見取り。 ②指導の工夫 「言葉を手掛かりに心情やその変化を読み取り，読み取ったことを文章にまとめ，交流させること」を指導ポイントとし，次の指導を行う。 ・それぞれの登場人物の立場から物語を読み進めることにより，展開や場面の状況を整理させる。 ・文脈の表現に着目することにより，登場人物の言動や心情の変化などについて丁寧に読み取らせる。 ・ワークシートを活用することで，書く活動を図る。 （６）授業の様子           ・ワークシートを工夫することにより，個の活動・グループでの意見交流などを効果的に行うことができた。表現活動を意欲的に行うことができた。 （７）検証   平成22年度「基礎・基本」定着状況調査 三３（３）で検証を行った。 事前通過率 ３８．９％   事後通過率 ５３．４％（準正答率を含む）   通過率は１４．５ポイント上昇した。    （８）成果と課題 ①成果 ・ワークシートに個の考えをまとめ，交流していくことは，視野を広げ考えを深めることにつながり，登場人物の心情把握の力を付けることに有効であった。（前述の「評価問題による検証」より） ・どの授業研究においても，授業モデル（考えをまとめ，練り合いにより更にそれを深めていく）を共有し，視点を明確にして研修できた。 ・授業を振り返りながら課題を協議し，次回の授業研究の課題へとつないでいくことができた。  ②課題 ・登場人物の心情把握について成果をあげることはできたが，まだ定着が十分ではないので継続して取り組む必要がある。 ③改善策 ・授業モデルにおいて，個人思考・練り合いの後，再度個人思考の場の設定を工夫し，深化と定着を図る。 ・効果的な課題設定について事前協議の場を増やす。 



【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Ａ問題７(2) ①出題の趣旨    証明をよみ，そこに用いられている直角三角形の合同条件を理解しているかどうかをみる。 ②誤答分析 ・「３辺がそれぞれ等しい」（5.7%） ・「２辺とその間の角がそれぞれ等しい」（28.6%）  ・「１辺とその両端の角がそれぞれ等しい」（5.7%） ・「直角三角形の斜辺と１つの鋭角がそれぞれ等しい」（12.9%） これらの結果から問題解決の際，直角三角形の合同条件及び合同条件が十分に使われておらず，理解されていないと考えられる。また証明に書かれている角，辺の相等関係の式が理解されておらず，図と式を関連付けて考えることが不十分である。 （２）調査結果からの課題 ①課題となる力 ・証明の根拠となる図形の基本的性質や直角三角形の合同条件などを用いる力。 ・証明のしくみや手順を理解し，辺や角の相当関係を適切に表現する力。 ・仮定と結論の意味が理解できる力。 ②指導上の課題 ・既習事項や基本的な定理などの定着が不十分である。 ・根拠をもとに自分の考えを表現させる場の設定が不十分である。 （３）学年 第２学年 （４）指導事例の紹介 ① 単元名  「図形の性質の調べ方」 ② 本時の目標 ・図形の性質を使い，補助線を引くことで課題をいろいろな方法で解くことができる。 ・考えたことを分かりやすく説明することができる。 ③ 学習の展開 

  

 （５）授業改善のポイント  ① 授業モデル ・課題解決課題解決課題解決課題解決→→→→個人思考個人思考個人思考個人思考→→→→グループグループグループグループ思思思思考考考考→→→→全体全体全体全体→→→→振振振振りりりり返返返返りりりり ② 指導の工夫 ・問題解決の根拠となる既習事項を黒板に掲示する。また，既習事項や定理などを根拠として自分の考えを発言させる。 ・グループ思考により，友達の意見を聞くことで自分の意見を深めさせる。 ・課題解決の際，補助線を引くことで既習事項が活用でき，多様な解法が考えられる問題を活用する。 （６）授業の様子（生徒の「振り返り表」から） ・「図形の性質を利用するとどんな形でも簡単に答えを出すことができる。」 ・「見方をかえたり線をひいたり，いろいろな性質を使うだけで何種類もの答えの表し方ができると分かった。」 ・「図形の性質を使って解くのには，なかなか時間がかかりました。でも友だちの意見を聞いて考えると新しい方法を見つけることができました。」 ・「角度を求める時は，図形の性質を使っていろいろな方法で求められるのでおもしろいと思いました。」 （７）検証   授業中の課題１の問題で検証を行った。ただし，２通りの解き方で角度を求め，その求め方も記述させた。    解法１の正答率９４．６％， 解法２の正答率８９．２％ 平均正答率９１．９％     （８）成果と課題 ①成果 ・多様な思考ができる教材を扱うことにより，生徒の授業への意欲的な参加が見られた。 ・グループ思考の時間をとることにより,他の考えを共有したり,自分の考えを深めたりすることができたことが,「振り返り」の記述から窺える。 ②課題 ・全体発表の場における,表現力に課題が残る。 ・平均正答率は９０％を超えたが，理解できていない生徒への指導の手立てが不十分であった。 ③改善策 ・発言のモデルを提示するなど,発表の仕方を丁寧に指導する。 ・理解が不十分な生徒への手立てとして，具体物の使用やヒントカード，グループ思考の場の活用，机間指導の工夫を行う。 



【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12 ① 出題の趣旨 ３人称単数を主語にして，適切な形のbe動詞，一般動詞を用いて初歩的な文を作る力，またつながりを意識した複数の文を正しく書くことができる力を調査する。 ② 誤答分析 ・３文以上書いているが，一般動詞を三人称単数形にしていない（9.7％） ・３文以上書いているが，その中にHe plays the guitar every day.という英文がない。（22.2％） ・likeとspeakの連続使用や綴り字のミスなど内容が理解できない。（13.1％） ・無解答（6.3％） （２）調査結果からの課題 ① 課題となる力 ・三人称単数が主語の場合に，一般動詞にｓをつけたり，doesn’tを用いて否定文を作ったりする力 ・canなどの助動詞のあとで一般動詞を使う場合はｓをつけず原形で表現する力 ・意味のつながりを考えて3文以上の英文を正しく書く力 ② 指導上の課題 ・生徒が英語を話す絶対量が少ない。 ・主語が三人称の場合の英文を多く作らせていない。 ・自分の考えをまとまりのある文章で表現す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 Program 6 Our Hopes, Our Plans ② 単元の目標 ア コミュニケーションへの関心・意欲・態度 ・英語を使って積極的に友達と会話活動に取り組む。 ・新出語句や本文を声に出して発音したり，内容を把握しようとする。 イ 表現の能力 ・to不定詞を用いて，自分の夢やそのためにやるべきことを英語で言ったり書いたりできる。 ウ 理解の能力 ・教科書など英語を読んでその内容を理解することができる。 ・友達や先生が話す英語やCDの英語を聞いてその内容を理解することができる。 エ 言語や文化についての知識・理解 ・新出語句の意味や用法，to不定詞を使った文のしくみや働きを知る。 ③ 単元の展開（指導計画 一部省略） 次 内   容 １ 6-1の新出語句や本文を音読し内容を理解する。 ２ to不定詞を用いてしたい事や好きな事を言う。 ７ Program6-Let’s Communicateの新出語句を音読し，CDを使ってリスニングの力をつける。 ８ この単元で学習したことを整理する。 ９ 10 自分の夢や，その実現のためにやるべきことなど，まとまった内容の文を書く。 

（５）授業改善のポイント  ①授業モデル（パターンプラクティス→課題解決→個人思考→グループ思考→全体→振り返り） ・思考場面では，個人思考から集団思考(ペアやグループ)へと広げることで，生徒の思考を深めていく。 ②指導方法の工夫 ・ペア活動の充実 ペアワークを仕組み，主語の人称によって反射的に一般動詞にｓを付けたり取ったりする活動を仕組む。 A B 私はテニスが好きだ。 兄はテニスが好きではない。 彼は野球が好きだ。 I like tennis. My brother doesn’t like tennis. He likes baseball. 私はテニスをする。 兄はテニスをしない。 彼は野球をする。 I play tennis. My brother doesn’t play tennis. He plays baseball. ・振り返りの工夫 授業の目標に沿った｢文章による｣振り返りと，１時間の授業で見取る評価問題の実施。 
 （６）授業の様子 ・絵や写真のカードを用意したことで，生徒が興味をもち集中して学習することができた。また，生徒全員で発言させることで，英語を話す量を多くすることにつながった。 ・生徒が参観者に「休日にすること」や「その目的」をインタビューし，一人称で聞いた内容を，三人称を主語にした文に直し，みんなに紹介する活動を仕組んだ。そのことで思考場面と表現場面を設定することができ，楽しく不定詞の機能を習得させることにつながった。 （７）検証  ・平成２２年度「基礎･基本」定着状況調査 12で授業後数日して検証を行った。 事前通過率  75 ％  事後通過率  100 ％  (ともに準正答率を含む) （８）成果と課題  ①成果 ・文章による振り返りは，生徒の理解度を把握するのに有効であった。また評価問題をすることで，生徒のつまづきをはっきりつかむことができた。  ・インタビュー活動により，思考場面と表現場面を設定し，楽しく不定詞の機能を習得させることができた。  ②課題  ・口頭練習が多かったので，正しく英文を理解し表現することが弱かった。 ③改善策  ・文構造を視覚的に理解させるために，板書計画の工夫をしていく。 
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