
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：：：：三次市地区研究推進地三次市地区研究推進地三次市地区研究推進地三次市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    三次市立川地中学校三次市立川地中学校三次市立川地中学校三次市立川地中学校    ４４４４    ５７５７５７５７    三次市立甲奴中学校三次市立甲奴中学校三次市立甲奴中学校三次市立甲奴中学校    ４４４４            ７７７７００００    三次市立三良坂中学校三次市立三良坂中学校三次市立三良坂中学校三次市立三良坂中学校    ４４４４            ９３９３９３９３    三次市立三和中学校三次市立三和中学校三次市立三和中学校三次市立三和中学校    ３３３３            ６６６６８８８８    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 生徒の思考力・表現力の育成 ～授業モデルに基づいた授業改善の充実を目指して～ ② 研究のねらい 昨年度確立させた三次市研究推進地域授業モデルの充実を通して思考力・表現力の育成を図る。      （２）研究組織・体制(省略) （３）研究内容 ① 調査結果の分析 ア 教科の課題 イ 生徒と指導者の意識（広島県「基礎・基本」定着状況調査生徒質問紙）  質問項目 5月(%) 県(%) 生徒 (12)説明の順番を考える。 【考えをもつ】 64.7 56.9 (1)-⑤交流する指導【考えを相互作用し合う】 26.7 74.6 指導者 (1)-③表現する指導【考えを表現する】 66.7 88.7   ② 授業改善の重点 授業チェックシート，意識調査に項目を追加して検証する。 各教科４校共通の授業改善のポイントに沿って取り組む。 〈実践例〉      第２学年英語科年間指導計画      各推進校の３教科以外で学力分析に基づいた授業研究（～１１月） 学校名 教 科（下線部は指定４校からの参加あり） 川地中学校 総合，社会（２），理科，技術，道徳 甲奴中学校 技術家庭，社会，理科（２），道徳，特別支援（生活） 三良坂中学校 特別支援（保体），特別支援（数学），保体（２）， 社会，理科，家庭科，道徳 三和中学校 保体（２），理科（２），音楽（２），社会 ※（ ）内は授業研究の回数 

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 教科の検証結果 同一学年の経年変化(県平均との差)において成果があった。       広島県「基礎・基本」定着状況調査で課題があった設問を数問抽出し，同集団，同一問題で，再度検証を行った。 教科 設問のねらい 6月(%) 9月(%) 増減(ポイント) 国語 登場人物の心情把握 45.7 62.2 16.5 数学 文字式の読み取り 66.3 74.4 8.1 英語 話の流れの理解 40.2 64.8 24.6   ② 生徒と指導者の意識 中学校学力向上対策事業 生徒質問紙・指導方法質問紙【三次市】  質問項目 5月(%) 9月(%) 増減(ポイント) 意見や考えの交流はためになる。 【考えを相互作用し合う】 88.0 88.6  0.6 生徒 交流により新たな考えが生まれる。【考えを相互作用し合う】 84.4 85.0  0.6 客観性，妥当性を吟味，検討させる指導 〈国語〉 25.0 75.0 50.0 共通点や相違点を整理させる指導 〈国語〉 100.0 100.0 0.0 話型を示して説明をしやすくさせる指導 〈数学〉 25.0 75.0 50.0 内容が理解されるような音読指導 〈英語〉 28.6 1 0 0 . 0 71.4 考えを交流する指導 【考えを相互作用し合う】 26.7 80.0 53.3 指導者 考えを述べたり書いたりする指導 【考えを表現する】 66.7 93.3 26.6    （２）課題 ① 教科の検証結果（広島県「基礎・基本」定着状況調査生徒質問紙） 教科 設問のねらい 6月(%) 9月(%) 増減(ポイント) 国語 主語と述語の関係を理解する。 72.8 54.6 -18.2 数学 関係を見出し，文字式で表す。 52.2 54.4   2.2 英語 適切な語を用いた会話文を組み立てる。 53.3 40.7 -12.6   ② 生徒と指導者の意識 （※は推進地域で加えた他質問項目）  質問項目 5月(%) 9月(%) 増減(ポイント) 具体的な例を挙げ順序に気をつけながら話す。【考えを表現する】 52.4 48.4  - 4 . 0 生徒 ※キーワードや話型を活用して分かりやすく伝える。【考えを表現する】 57.8 59.3   1.5 計算などの練習を行うとき，目標設定する指導〈数学〉 50.0 50.0   0 . 0 指導者 表現をいくつか示して練習させる指導〈英語〉 85.7 57.1 - 2 8 . 6    （３）今後の改善方策等 ① 課題となっている力について，各教科の年間指導計画において学び直しの機会を繰り返し位置付け，継続して指導を行う。 ② 書くことを通して思考を深めさせ，相手を意識して表現させるなど言語活動の充実を図る。 

国語 ・主語と述語の関係を把握する。     ・叙述を基にした思考や表現をする。 数学 ・筋道を立てて推測する，説明する。  ・数量関係の規則性を見つける。 英語 ・つながりのある英文を書く。    ・話の流れを理解する。 
交流や表現活動につながる指導の改善が必要である。 

読み取る力，解釈する力の向上がみられる。 授業モデル 

相互作用から思考を深める生徒の意識は継続して高い。（生徒） 思考力・表現力の育成に重点を置いた指導が充実してきた。（指導者） 

自分の考えや意見を分かりやすく表現させる指導が十分でない。 計算練習の指導の時，制限時間や正答率の目標設定をさせる等の工夫が十分でない。（数学） 

ア 授業モデルに基づいた指導案作成，授業チェック ウ 単元/年間指導計画に学び直しや既習事項の活用を明記 イ 各教科における目指す思考力・表現力の明確化 教科の課題で向上していないものがある。 

考考考考えをもつえをもつえをもつえをもつ     見 通 しをもたせて 既 習 事 項 ・経 験 を活 用 させて 思 考 をメモにとらせて 考考考考えをえをえをえを相互作用相互作用相互作用相互作用しししし合合合合うううう     ペア・グループで思 考 させて 思 考 を比 較 させて 学 習 の振 り返 りをさせて 考考考考えをえをえをえを表現表現表現表現するするするする     キーワードを活 用 させて 話 型 を活 用 させて 全 員 に表 現 させて 
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Game
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全国学力・学習状況調査　経年変化（現中３）1.4 0.62.0 4.0 5.6 8.6-1.6-0.3-4.0-2.00.02.04.06.08.010.0 国語A 国語B 算数・数学A 算数・数学B H19H22小６（H１９） → 中３（現在） 

エ ３教科における取組の全教科への拡大 

ポイント 



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                 （２）調査結果からの課題 ・叙述を基に登場人物の心情を読み取ること  ・意見を支える適切な理由を書くこと ・論の展開をとらえて内容を理解すること （３）国語科における思考力・表現力  思考力：言語を手掛かりとしながら自分の考えがもてるように，まとめたり，広げたり，整理したり，吟味したりする力  表現力：相手や目的や意図，場面や状況などに応じて適切に表現する力 （４）４校共通の指導改善のポイント 
             （５）学年 三次市立川地中学校 第２学年 （６）単元の紹介   ① 単元名 文学「夏の葬列」 山川方夫   ② 本単元に係る調査結果の課題    文学的な文章の登場人物の心情等を把握する際，本文中の表現を根拠として読み取ることに課題がある。   ③ 単元の目標  

             ・場面の展開や登場人物の心情や行動，情景描写などに                           注意して読み，内容を理解することができる。    ・文章を読んで，人間，社会などについて考え，自分の         考えをもつことができる。 （７）授業の様子 ① 本時の目標 描写に着目して，極限状況に置かれた彼の心情を読み解くことができる。 ② 本時の学習展開    ア 「ヒロ子さん」を「大きく白いもの」と表現した効果について考える。                 イ 「ゴムまりのように弾んで空中に浮く」ヒロ子さんを，     彼はどのように見たのかを考える。              ウ 読み深めたことを確かめながら音読する。 交流で深まったことをノートに書き本時のまとめをする。 （８）検証   単元終了後，評価問題を実施した。生徒の反応は次のとおりである。 叙述をもとに登場人物の心情を与えられた条件に沿って答えている。（正答） 60.0％ 叙述をもとに登場人物の心情をとらえているが条件に沿って答えていない。（準正答） 25.0％ 叙述をもとに登場人物の心情をとらえることができていない。（誤答） 10.0％ 無解答 5.0％ （９）成果と課題   次のような成果◎と課題●が明らかになった。 ◎繰り返し音読することで表現や描写に何度も触れさせることや発問を精選して自分の考えをしっかりと書いた後にペアや全体で交流し相互作用しあうことを通して，考えの深まりを実感させたことにより，登場人物の心情の把握に関する評価問題では正答率が上昇した。（55％→85％） ◎無解答率が減少した。（15％→５％）  ●読み取ったことを条件に沿って表現する力が十分でない生徒がいる。 

○範読を通して，文章に読み浸らせる。 【考えをもつ】 ○繰り返し音読することで表現や描写に何度もふれさせ，情景や場面をイメージさせる。                      【考えをもつ】 ○発問を絞り，思考を深めさせる。          【考えをもつ】 ○１時間の授業で見開き２ページのノート使用を目安に，しっかり自分の考えを書かせる。また他の学習者の意見を聞き，考えが深まった点を赤ペンで書き加えさせる。   【考えを表現する】【考えを相互作用し合う】 ○座席表を活用した机間指導を行うことにより，個 の々生徒の考えを見取り，集団思考が深まるよう生徒の発言を関連付ける。              【考えを表現する】【考えを相互作用し合う】 生徒のノート例  一時間で見開き  二ページを使う 自分の考えを三～五行
書く ペア学習により深化し

たことを赤ペンで書き
加える 

生徒生徒生徒生徒のののの反応反応反応反応    ・前の言葉「白いものは，絶好の目標になる」を強調させるためだと思う。「ヒロ子さん」だと「白」が強調されないから，わざわざこの表現で書いたのだと思う。 ・その後の「柔らかい重いもの」という表現と合わせようとしている。続きに「別人のような真っ青なヒロ子さん」とあるので，ここではまだ書きたくなかったのだと思う。            
改善改善改善改善ののののポイントポイントポイントポイント②②②②    言葉や文章を読み比べて考えさせる。    改善改善改善改善ののののポイントポイントポイントポイント①①①①    重要な表現に着目させ，繰り返し読ませる。 

改善改善改善改善ののののポイントポイントポイントポイント④④④④    ペア学習で自分の考えを表現する場面を仕組む。 

ヒロ子さんを突き飛ばしたことに罪悪感を持って

いる。 ゴムまりが弾むように自分で強く突く飛ばした
ヒロ子さんを他人のように見ている。見ること

しかできないでいる。 
「狂ったような声」とあるので，呆然としてい

たと思う。白いものが遠ざかった安心感もある
と思う。 

ペア学習により深化し
たことを赤ペンで書き

加える 

《ノートへ書いた自分の考え》 叙述をもとに 
【考えを相互作用し合う】 

《ペア学習後の生徒の発言》 
改善改善改善改善ののののポイントポイントポイントポイント③③③③    発問を精選しノートに自分の考えをしっかり書かせる。 【考えをもつ】 

％ 
％ 

ＨＨＨＨ２２２２２２２２「「「「基礎基礎基礎基礎・・・・基本基本基本基本」」」」定着状況調査定着状況調査定着状況調査定着状況調査におけるにおけるにおけるにおける４４４４校校校校がががが課題課題課題課題とするとするとするとする設問設問設問設問のののの通過率通過率通過率通過率
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三三三三３３３３（（（（３３３３）））） 四四四四２２２２ 五記述五記述五記述五記述２２２２ ４校平均県平均％ 意見を支える適切な理由を書く 登場人物の心情の把握 文章の展開・段落相互の関係 

Ｈ２２年度全国学力・学習状況調査における４校が課題とする問題の正答率
020406080

100
Ａ８一 Ｂ１三 Ｂ３二 ４校平均全国％ 表現の仕方に注意して読み、内容を理解する 記事文の内容をもとに自分の考えを書く 論の展開をとらえて内容を理解する 



Ｈ２２全国学力・学習状況調査との比較63 55.655.2 58.1020406080100 Ａ３（１） Ａ３（２） 本校１年全国 Ｈ２１全国学力・学習状況調査との比較81.4 40.768.3 52.3020406080100 Ａ３（１） Ａ３（２） 本校１年全国

【数学】 （１）教科の調査結果の分析                （２）調査結果からの課題 ・計算した答が表しているものの意味を理解すること ・筋道立てて考え説明すること ・数量関係から規則性を見つけること ・証明の意義を理解すること （３）数学科における思考力・表現力  思考力：与えられた情報を分類整理し，必要なものを選択しながら，解決方法を導き出そうとする力 筋道立てて考えたり振り返って考えたりする力  表現力：考えたことやその根拠について数学的用語を使い，筋道立てて説明する力 （４）４校共通の指導改善のポイント 
（５）学年 三次市立甲奴中学校 第１学年 （６）単元の紹介 ① 単元名 方程式    ② 本単元に係る調査結果の課題   【平成２２年度 全国学力・学習状況調査Ａ問題３ (１)(２）】 設問のねらい 正答率(%) Ａ３(1)一次方程式 ２ｘ＝ｘ＋３のｘに数値を代入し，代入したときの両辺の関係を調べ，その解の意味を理解しているかどうかをみる。 52.9 Ａ３(2)係数に分数を含む一次方程式を解く。 65.9    分析１：方程式の解の意味を理解するために，解を求めた後ｘに数値を代入し，解の吟味をする場面が不足している。 分析２：係数に分数を含む方程式の問題を扱う場面が少ない。 分析３：式の計算と方程式の違いを，等式の性質をもとに理解させていない。 （７）授業の様子   ① 本時の目標     てんびんの性質を活用して，等式の性質を理解し，それに基づく方程式の解き方を理解する。  

  ② 本時の学習展開 
 ア 学習課題の設定 イ 見通しの確認 天びんでは，両方の皿からりんごを１個ずつとってもつりあう。左の皿をメロンだけにすることはできないだろうか。  ウ 個人思考【考えをもつ】              エ 解き方の交流【考えの表現・相互作用】 算数の式に表す → 天びんの図に表す → 方程式に表す          オ 等式の性質にまとめる                                                  カ 本時の学習の振り返り  （８）検証  研究授業による定着を見るために，Ｈ21・22全国学力・学習状況調査Ａ-３-(1)(2)と同じ問題を定期テストに出題した。        （９）成果と課題 ◎方程式の解の意味を問う問題と等式の性質と移項の関係の理解では，全国の正答率を上回り，理解が深まった。 ●分数を含む方程式の問題の正答率は全国の正答率を下回った。分数の計算に時間がかかりすぎたり，苦手意識をもったりする生徒が多い。分数の問題を扱う場面を多く設定するなどの手立てが重要と考える。 

○既習事項との関連を明らかにし，見通しをもたせる。 【考えをもつ】 ○根拠となることを明確にさせ，自分の考えを筋道立てて表現させる。                 【考えを表現する】 ○お互いの考えを練り合わせ，新たな考えを発見し深める。 【考えを相互作用し合う】  

【目標】てんびんの性質を関連付けて，方程式の解き方を考えよう。 【問題】メロン２個とりんご３個を合わせたものと，りんご７個の重さはつりあっている。（図による提示） りんご１個の重さは200ｇです。メロン１個の重さはいくらだろうか。 
改善のポイント① 絵をもとに操作活動を行い，てんびんと算数の考え方をつなぐ 生徒の反応（ノートの記述） 
  てんびんの図をもとに両方の皿から取り除く考えを表現している 

生徒の反応（発言内容） りんご７個分の1400ｇからりんご３個分の600ｇをひいた800ｇがメロン２個分だから，２でわって400ｇ  算数の考え方で表現 

改善のポイント② 図による操作活動をもとに等式の性質を用いた方程式の解き方を見いだす 生徒の反応（発言内容） 両方の皿からりんごを３個ずつとってもつりあうことは，等式の性質では「等式の両辺から同じ数を引いても成り立つ」という てんびんの操作と等式の性質をつなぐ 

Ｈ２２「基礎・基本」定着状況調査における４校が課題とする設問の通過率
020406080100 ２（２） ３（１） ９（２） ４校平均県平均％ 正負の数の利用 文字式を読む 関係を文字式で表す 

Ｈ２２年度全国学力・学習状況調査における４校が課題とする問題の正答率
020406080100

Ａ３（１） Ａ８ Ｂ３（２） ４校平均全国平均％ 事象を数学的に解釈し，解決方法を説明する 一元一次方程式の解の意味 を理解する 証明の意義について理解する 



【英語】 （１）教科の調査結果の分析          （２）調査結果からの課題 ・代名詞の意味と働きを理解すること ・疑問文・否定文の文構造を理解すること ・会話の流れを正確に読み取ること ・単語のつづりの間違いが多く，まとまりのある文の正答が少ないこと  （３）英語科における思考力・表現力  思考力：既習事項の中から場面に応じて必要な言語材料を選択する力  表現力：自分の考えや気持ちなどを話したり書いたりして，相手に正しく伝える力 （４）４校共通の指導改善のポイント          （５）学年 三次市立三良坂中学校 第１学年  （６）授業改善の視点（単元計画への位置付け） 単元名 Ｕｎｉｔ６ グリーン家の人  々ねらい 三人称単数現在形の形・意味・用法を理解し，表現できる。 関連・復習事項 様々な一般動詞，代名詞they 評価規準 省略 書くことにおける到達目標 三人称単数現在形を用いて身近な人物を紹介する文を接続詞や否定文を用いてつながりよく３文書くことができる。 学習指導要領 エ－（ウ） （７）単元の紹介   ① 単元名 Unit６ グリーン家の人々   ② 本単元に係る調査結果の課題   新出事項を用いて自分の考えを書く。   ③ 文法事項 一般動詞の三人称単数現在形 （８）授業の様子   ① 本時の目標   ・三人称単数現在形の疑問文や応答文の形・意味・用法を理解する。   ・三人称単数現在形の疑問文を用いて尋ねたり応えたりする。   ② 本時の学習展開   ア ウォームアップ，既習事項の復習をする。       イ 三人称単数現在形の疑問文や応答文の形・意味・用法を理解する。 

                               ウ 三人称単数現在形の疑問文を用い,応答する。                エ 本時の学習を振り返り，次時の学習内容を確認する。（９）検証   単元終了後，Unit ６ 評価問題を実施した。      Unit ６ 評価問題結果 正 答 準 正 答 誤 答 文法的に正しく３文書いている。また，３文のつながりも適切である。 文法的に正しく３文書いているが，３文のつながりが適切でない。 ３文書いているが，綴りの誤り等の内容を理解する上で支障のない誤りが１～２か所ある。 ３文書いているが，綴りの誤り等が３か所以上ある。 左 記以 外の 解答 無回答 19％ 19％ 34％ 19％ ９％ ０％ ○主語・述語の関係や文全体のつながりを意識して書いているが，接続詞butを書くことができていない生徒が多数いた。 ○約60％の生徒の解答に，綴りの誤りや，三単現Ｓのつけ忘れ，三単現の否定文でdon’tを使う等の文法の誤りが見られた。 ○代名詞の用法の理解が不十分で，Sheと書く部分をThisやKumiのままで書いている生徒がいた。（５人） ○主語をＩで書いている。（２人） （10）成果と課題 次のような成果◎と課題●が明らかになった。  ◎主語と述語を意識しながら，読んだり書いたりすることができるようになってきた。  ◎ミニチャットの練習に積極的になるとともに，自分たちで文を変えたり作ったりして取り組むようになってきた。 ◎自分の思いや考えを書こうという意欲の高まりが見られる。  ●基本的な単語の綴りを正しく書かせる取組が必要である。重要単語は意図的に繰り返し練習を指示したり，授業の中で時々綴りを確認したりしていくことが大切である。  ●三人称単数現在形等の重要文法については，授業の中で常に意識して繰り返しの指導が必要である。また，単元終了後の評価問題には重要文法に関わる問題を付け加え，繰り返しテストすることが大切である。 

○基本的な語彙や文法は繰り返し指導し，既習事項の復習をさせながら新出事項を理解させる。【考えをもつ】 ○文の主語と動詞に着目させながら，肯定文・否定文・疑問文の文構造を理解させる。【考えをもつ】 ○ペア活動やグループ活動等で自然な話の流れを組み立てる力を培う。【考えを相互作用し合う】 ○文の中で代名詞が具体的に何を指しているのかを考えさせながら内容を読み取らせる。【考えをもつ】 ○自分の思いや考えについてまとまりのある英文を書かせる。 【考えを表現する】 

改善改善改善改善ののののポイントポイントポイントポイント①①①①    基本的な単語や語句を繰り返し学習として，ペアでワーズプラクティスをする。【考えをもつ】  
ＷｏｒｄｓＷｏｒｄｓＷｏｒｄｓＷｏｒｄｓ    ＰｒａｃｔｉｃｅＰｒａｃｔｉｃｅＰｒａｃｔｉｃｅＰｒａｃｔｉｃｅ １回め  ２   ３   ４  （ ） （ ） （ ） （ ）  １．ｓｉｓｔｅｒ  姉妹 （ ） （ ） （ ） （ ）  2．ｂｒｏｔｈｅｒ 兄弟 （ ） （ ） （ ） （ ）  3．ｈｉｓ     彼の （ ） （ ） （ ） （ ）  4．ｈｅｒ     彼女の （ ） （ ） （ ） （ ）  5．ｔｈｅｙ    彼らは  

生徒生徒生徒生徒のののの反応反応反応反応    小テストにおいて，完全正解をする生徒の比率が，60％（単元開始時）から91％（単元終了時）まで伸びた。 

改善改善改善改善ののののポイントポイントポイントポイント⑤⑤⑤⑤    学習した事柄を用いて，自分の思いや考えを表現する。 【考えを表現する】 生徒生徒生徒生徒のののの反応反応反応反応    身近な事柄に関心を持ち，ペアで辞書を使うなどして，少しでも英文を作ろうとする意欲の高まりが見られた。 【 Unit ６ 評価問題 まとまりのある英文を書くこと 】 自分の妹（クミ）に関わる情報を見て，彼女を紹介する英文を３文書きなさい。   This  is  Kumi.   【正答例】① She is my sister. ②She likes tennis.  ③But she doesn’t like music. 

改善改善改善改善ののののポイントポイントポイントポイント①①①①    一般動詞の疑問文・否定文の既習事項と関連付けて指導する。 【考えをもつ】 改善改善改善改善ののののポイントポイントポイントポイント②②②②    主語と述語の位置をカードで示し，文構造を理解させる。 【考えをもつ】 生徒生徒生徒生徒のののの反応反応反応反応    主語と述語が何であるかを意識して聞いたり読んだりできるようになった。 
辞書でthingsやwith等を調べていた。 

既習事項既習事項既習事項既習事項をををを活用活用活用活用したしたしたしたスキットスキットスキットスキット     Ｔ2： I dondondondon’’’’tttt know this man. Please tell me. DoDoDoDo you know this man?   Ｔ1： Yes, I dodododo. He is Ichiro. Ｔ 2 ： DoesDoesDoesDoes he play baseball? Ｔ1： Yes, he doesdoesdoesdoes. He plays baseball every day. 
生徒生徒生徒生徒のののの反応反応反応反応    モデル文に既習事項を取り入れているので，新出事項の意味を積極的に推測していた。 

生徒生徒生徒生徒ががががペアペアペアペアでででで作作作作ったったったったチャットチャットチャットチャット    Ｓ1： I don’t know this boy. Please tell me. Do you know this boy?   Ｓ2： Yes, I do. He is Doraemon. Ｓ1： Does he like a dorayaki? Ｓ2： Yes, he does.  Ｓ1： Does he have many things? Ｓ2： Yes, he does.  Ｓ1： Does he live with his father and mother? Ｓ2： No, he doesn’t. He lives with Nobita. Ｓ1： I see. Thank you. Ｓ2： You’re welcome.  

Ｈ２２「基礎・基本」定着状況調査における４校が課題とする設問の通過率020406080100 大問６（３） 大問６（４） 大問９ 大問１２４校平均 県平均 適切な語を用いた会話文の組み立て 話の流れの理解 つながりのある英文を書く％ 


