
事業名：   中学校学力向上対策事業 

推進校名：   三原市立第三中学校 

所在地：   三原市宮沖3丁目15番2号 

ＨＰ： http://www.mihara.ed.jp/~dai3-jh/ 

学校規模：１４学級，４５３名（H２３.１１.１現在） 

１ 研究の概要 

（１）研究テーマ及び研究のねらい 

① 研究テーマ  

基礎的・基本的な知識・技能の習得と思考力・表現力

の育成～「書く」ことを通した指導方法の工夫と家庭学

習の工夫～ 

② 研究のねらい 

    家庭学習の学習内容と授業との関連を図る授業の創造 

③ 研究仮説 

家庭学習の工夫を行い，既習学習を活用し，思考する

場面において，「書く」活動を充実させれば，基礎的・基

本的な知識・技能の習得と思考力・表現力の育成を図る

ことができるであろう。 

    

（２）研究組織・体制（省略） 

（３）研究内容 

① 学力調査等の分析 

〔国語〕 

・登場人物の心情把握に課題があり，文章で心情を表現

する問題の正答率が低い。 

・文章の展開の理解に課題がある。 

・文脈上の語句の理解に課題がある。 

〔数学〕 

・辺と面の位置関係についての理解が乏しい。 

・具体的な事象の中にある二つの数量の関係が比例であ

ることを判断できない（比例の特徴をつかめていない）。 

・相対度数の意味についての理解が不十分で，問題解決

の方法が身についていない。 

〔英語〕 

・「聞くこと」の領域で，通過率が低い。 

・疑問詞を用いた疑問文の定着に関して50％を下回ってい

る。 

・文章全体を通して理解する問題の達成率が約50％しかな

い。 

② 授業改善について 

ア 家庭学習の工夫 

・どのように授業と連動させるか。 

・どのように家庭学習を工夫するか。 

イ 「書く」ことを通した指導方法の工夫 

・国語科:思考する場面においての「書く」活動の工夫 

・数学科:思考する場面において数学的活動における「か

く」活動の工夫 

・英語:思考する場面において「書く」活動の工夫 

ウ 毎時間ごとの検証 

・１時間ごとに，ねらいを達成できたか評価問題を行い，

検証する。 

・１時間ごとに，「家庭学習をすることによって授業が分

かりやすくなったか」アンケートを取り，検証する。 

エ 指導技術 

・指導と評価の一体化 

・生徒の実態に応じた手立て 

・板書計画等 

③ 研究推進について 

ア 研究体制の充実 

・事前指導案検討を行う。 

・視点を明確にして協議を行う。 

・研究協議後，成果と課題を明確にして，次回の研究授業

に生かす。 

・指導技術については，授業評価表を基に検証する。 

イ 推進委員会 

・推進校で実践計画の作成 

・実践内容の協議，研究授業 

・実践のまとめと今後の取組 

ウ 教科研究グループ 

・教科ごとのグループで，マネージメントサイクルに基づ

く授業改善を行う。 

・事前検討・日常的な連携･相談を行う。 

・協議内容の焦点化を行う。授業参観後の視点の明確化･

視点に基づく協議を行う。 

・市内中学校教育研究会との連携を行う。 

④ 検証の指標設定 

・「基礎･基本」定着状況調査（国語，数学，英語）におい

て，県平均通過率を上回る。 

・生徒意識調査における各項目での肯定的評価を前年比プ

ラス２ポイント以上にする。 

・家庭学習の時間について，60分以上する生徒を２ポイン

ト以上増やす。 

・宿題の提出率を90％以上にする。 

⑤ 成果の普及 

・合同研究会の開催 

・学習指導案，授業と連動した家庭学習事例集等の配布 

 

２ 研究の成果と課題等 

【学力調査の結果】 

 〔資料１ 学力調査結果（平成23年度「基礎・基本」定着状況調査）〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「基礎・基本」定着状況調査の結果は，平成23年度国語

76.7％（県との差＋3.5%）・数学77.8％（県との差＋3.1%）

・英語73.8％（県との差＋1.9%）で，３教科とも県平均

を上回った。 

【生徒質問紙の結果】 

表１：生徒質問紙 肯定的評価 （％） 

領 域 Ｈ22 ９月 H23 ９月   前年度比較 

復習をしています 53.1 63.7 ＋10.6 

理由を考える 60.9 72.1 ＋11.2 

理由をつけて話す 62.1 62.0 -0.1 

学習を最後までやる 83.8 90.1 ＋6.3 

国語の授業が分かる 80.8 81.5 ＋0.7 

数学の授業が分かる 71.0 80.2 ＋9.2 

英語の授業が分かる 67.4 81.2 ＋13.8 

「書く」・・・文字を書く 
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国語

73.2

76.7

70

72

74

76

78

三中 広島県

数学

77.8

74.7

70

72

74

76

78

三中 広島県

英語

71.9

73.8

70

72

74

76

78

三中 広島県

（％） 

（％） 
（％） 



（〔資料２ 生徒質問紙の推移〕） 

○生徒質問紙で概ね数値の向上が見られる。課題克服に向け

意識した取組ができつつある。 

〔資料３ 家庭学習の時間（生徒アンケート）〕 

 

 

 

 

 

 

 

○家庭学習時間が増える傾向である。特に30分から60分，60

分から80分，100分以上が１～５ポイント程度増加している。 

〔資料４ 宿題の提出率（生徒アンケート）〕 

 

 

 

 

 

 

○概ね90％以上の生徒が宿題を提出している。ただし，期限

に遅れた生徒も含んでいる。 

さらに，家庭学習の内容について，アンケートを行ったところ，

次のような結果となった。 

〔資料５ 宿題の内容（生徒アンケート）〕 

 

 

 

 

 

 

○復習を中心とした基本的な内容（45.5%）を生徒は望んでい

る結果となった。 

（１）成果 

・研究テーマに対して教職員全員で取り組むことができ，研

究を深めることができた 

・「基礎･基本」定着状況調査において，３教科とも向上する

ことができた。               〔資料１〕 

・授業で思考場面や発表場面を意図的に設定した結果，生徒

も思考したり発表する回数が増えた。     〔資料２〕 

・定期的な宿題とその評価をすることにより，家庭学習時間

も増加傾向にある。             〔資料３〕 

・宿題の提出状況も増加の方向に進みつつある。 〔資料４〕 

（２）課題 

・家庭学習と授業との連結に係る研究については，本校生徒

の家庭学習の実態とその課題を明確にする取り組みを行い，

家庭学習の質等を検討しながら研究を進める必要がある。 

（３）今後の改善方策 

① 書く活動の継続化 

・思考する場面において，書く活動を工夫し，お互いが授業

研究を通して研究内容を深める。 

・授業や他の活動で積極的に協同学習を取り入れ，思考力・

表現力の育成に結び付ける。 

② 家庭学習について 

・宿題の量や内容及び提出の仕方や点検方法などを工夫し，

基礎学力の定着につながる取組を試行する。〔資料５〕 

３ 実践事例 

【 国 語 】 

（１）調査結果の分析 

〔平成23年度 「基礎・基本」定着状況調査 中学校国語〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）調査結果からの課題 

【誤答分析】 

（「基礎・基本」定着状況調査国語 三 ３（３）） 

◆解答類型２ 16.7％ 

・内容の概略は捉えられているが，｢ポイントとなる言葉｣に

対応する言葉を書くことができていない。 

◆解答類型３ 2.7％ 

・文章の「～を感じるように」という言葉につながるように

解答をしていない。 

◆解答類型４ 30.0％ 

・｢期待｣に対応する｢不安｣というキーワードに気付いてはい

るが，何に対する不安なのかが捉えられていない。 

◆解答類型９（左記以外の解答）21.8％ 

・話の展開を捉えておらず，設問にある「『体に穴が開いてい

た』という表現から最後まで」の内容を抜き出して書いて

いるものが多い。 

・話の展開が捉えられず，また設問の表現も読んでいない。 

【課題となる力】 

・場面の展開や登場人物の言動を捉え，登場人物の心情をつ

かむ力 

・設問の条件に従って，自分の言葉で文章をまとめる力 

【指導上の課題】 

・登場人物の言動に着目し，心情を把握する指導が十分でな

い。 

・書くときのポイントを示していない。 

（３）学年 第３学年 

（４）単元の紹介 

① 単元名 詩を読み味わう 「初恋」 

② 単元の目標  

・文語定型詩のリズムにふれ，言葉のもつイメージの豊かさ

を生かして朗読を工夫することにより，日本語のもつ響き

の美しさに関心をもつ。 

◎登場人物の心情把握に課題があり，文章で心情を表現する問題の正答率

が低い。（三－３－③：４４．５％【準正答も含む】） 

（心情把握を二字で抜き出す問題の正答率は，79.1%であった。） 

◎文章の展開の理解に課題がある。（四－４：46.4％） 

 ・段落の役割や関連付けをしながら読む習慣が定着していないことに要

因がある。このことは段落相互の関係の読み取りにもつながる課題で

あるといえる。 

（本問題の段落相互の関係は通過率61.8％であった。） 

◎文脈上の語句の理解に課題がある。（三－２：42.7％） 

 ・これは言葉の理解ができていないこともあるだろうが，問題文全体を

読んでおらず，（  ）前後しか見ずに解答していることに大きな要

因がある。 
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・詩の中に表れている人間に対する作者の思いや情感を理解

し，味わう。 

・この詩独自の表現の仕方や工夫，特徴，リズムに注意して，

朗読する。 

・詩の形式と文語のもつ表現効果を理解して，朗読に生かす。 

（５）授業改善のポイント 

① 指導方法の工夫 

・啄木の短歌との比較を通して，詩に読み込まれた心情との

違いについて，考えを深めさせる。 

・連ごとに「われ」と「君」の距離をイメージし，叙述を基

に自分の言葉で説明させる。 

② 教材の工夫 

・連ごとに二人の距離を記入させるワークシートを準備し，

なぜそう考えるかを記入させることで，二人の関係が深ま

っていくことを読み深めさせる。 

③ 評価の工夫（評価問題，調査問題も含む） 

・二人の生徒の会話形式で，内容の振り返りを行う評価問題

を作成し，それを解くことが，読みを深化させるとともに，

学習内容のまとめにつながるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）授業の様子（生徒の変化） 

・二人の関係の深まりを「距離」だけで結論付けて良いのか

といった意見をもつ生徒もいたが，概ね，＜「距離」の遠

近＝二人の関係の浅深＞と捉え，読みを深めることができ

た。 

（７）検証 

・平成23年度「基礎・基本」定着状況調査三－３（３）と今

回行った評価問題の結果を比較すると，正答率が18.2％向

上し，無解答率が6.3％下回り，概ね良好な結果となった。

ただし，個々の解答を見ると，「距離」（３名）とだけ記入

し，指定された文字数を無視した解答もあった。 

・あとの文につながらない解答や「連ごとの二人の距離を通

して深まりを読み取る」本時の学習を踏まえていない解答

（「四連で，『君』が『われ』に問いかけている言葉の意味」）

もあった。 

（８）成果と課題 

①成果 

・連ごとに「われ」と「君」の距離をイメージし，叙述を基

に自分の言葉で書き，説明させる活動を仕組んだことは，

二人の関係の深まりを捉え，登場人物の心情をつかむ力を

高めることに有効であった。 

②課題 

・「距離」という言葉はすぐに思いつくが，それを２５字程

度に膨らませていく文章表現ができにくかった。また，引

き続き無解答の生徒がいる。 

③改善策 

・「書く」活動に抵抗を覚える生徒に対しては，キーワード

を押さえた後，それを元にイメージを膨らませていく活動

を行う。そのときに活動時間を十分に保障し，決められた

文字数やあとの文とのつながりがおろそかにならないよ

うに繰り返し表現活動に取り組ませていく。 

【 数 学 】 

（１）教科の調査結果の分析 

〔平成23年度 「基礎・基本」定着状況調査 中学校数学〕 

 

 

 

 

 

 

（２）調査結果からの課題 

〔平成22年度 基礎基本定着状況調査３(２)〕 

【課題となる力】 

・数量関係を文字を用いた式に表す力 

・相当関係を読み取って等式で表現する力 

・主語・述語を意識して，2つの数量を比較し式化する力 

【指導上の課題】 

・文章から必要な数量を抜き出し，それを文字式で表すこと

の指導が十分でない。 

・相当関係を見いだすことの指導が十分でない。 

・数や文字を用いて等式をつくることの指導が十分でない。 

（３）学年 第１学年 

（４）単元の紹介 

①単元名  １次方程式 

②単元の目標 

・いろいろな数量の関係を，等式を用いて表すことができる。 

・方程式とその解の意味を理解する。 

・等式の性質を理解するとともに，それを利用すれば方程式

が解けることを理解する。 

・移項の意味を理解し，移項の考えを用いて方程式を解くこ

とができる。 

・具体的な問題を，方程式を利用して解くことができる。 

・方程式を利用することのよさに気付き，方程式を利用して

問題を解決しようとする。 

（５）授業改善のポイント 

①指導方法の工夫 

・本時の授業に関する既習事項(数量を文字式で表すこと)を

事前に宿題とし，本時の内容の理解につなげる。 

・文章から方程式をつくる場面では，相当関係をことばの式

や線分図・図をかき，それを用いて段階的に考えさせる。 

・自分の考えをもたせ，ペア学習やグループ学習を仕組むこ

とで，つまずきを指摘しあい，理解を深めさせる。また，

表現の場を確保する。 

②教材の工夫 

・過去の「基礎・基本」定着状況調査の問題を使用すること

で，あらかじめ誤答例を参考に，生徒の反応を予測するこ

とができ，手立てを講じることが容易であった。 

③評価の工夫 

・調査問題と同じ問題を評価問題とすることで，指導方法の

違いがどのような変容をもたらすか明確化できた。 

（６）授業の様子（生徒の変化） 

・文章の読み取りを行う際に，問題文に下線を引いたり，数

量の関係についてのイラストをかいたりする生徒が複数い

た。全体で紹介すると，後の問題でそれらの作業を行う生

徒が増加した。 

・数学が不得意な生徒がグループ学習を通して内容を理解し，

読み取りの違いがある生徒の意見を比較 

数学（領域別平均通過率）66.5 89.7 62.8 8175.7 79.5 59.1 80.9020406080100 数と式 図形 関数 資料の活用 三中県（％） 



評価問題を自力解決できた。 

・思考する場面で線分図や図をかき，問題解決させ，全体の

場で取り上げると，後の問題でそれらを用いて解決しよう

とする生徒がいた。 

（７）検証 

・評価問題において，80.6％の生徒が正答であった(表1)。ま

た，週末課題の有効性を問う事後アンケートでは，93.6％

の生徒が「週末課題であらかじめ授業内容に関する既習事

項を学習しておくことが授業内容の理解につながる」と回

答している。 

表1 評価問題通過率 

H22 広島県 H22 第２学年 本学級 

56.9 ％ 44.8 ％ 80.6 ％ 

 

（８）成果と課題 

①成果 

・文章から方程式をつくる場合，〔文章の中の数や文字を読み

取る⇒相当関係を考えてことばで式をつくる⇒方程式をつ

くる〕という段階的な授業展開は生徒の理解を促すのに有

効であった。 

・事前に取り組ませた週末課題を上記の授業展開の中で効果

的に活用できた。 

②課題 

・評価問題の誤答から，一部の生徒については数量を文字式

で表す力が不足していた(評価問題で誤答した６名のうち

５名が数量を文字式で表す過程で誤りをおかしていた)。 

③改善策 

・問題把握ができにくい生徒に対して支援を工夫していく必要

がある。 

・数量の関係を把握するためのかく活動を十分保障していく必

要がある。 

【 英 語 】 

（１） 調査結果の分析 

〔平成23年度 「基礎・基本」定着状況調査 中学校英語〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）調査結果からの課題 

【誤答分析】 

（「基礎・基本」定着状況調査英語 11） 

◆解答類型５ 9.1％ 

・Are you playなどbe動詞と一般動詞を一緒に使って書い

ている。 

◆解答類型６ 7.3％ 

・疑問文で書いていない。 

◆解答類型９ 13.6％ 

・Is Ken playやWhat do you playなどで書いている。 

また，無解答の生徒は5.6％であった。 

【課題となる力】 

・会話の中で，自分の考えと共に，相手を誘ったり，質問し

たりするなど，状況を意識して表現する力 

・相手の言った内容について，その内容を確認しながら理解

する力 

【指導上の課題】 

・単に質問や誘いなどに答えるパターンプラクティスだけで

終わっており，自己表現やコミュニケーション活動におけ

る活動場面につなげていない。 

・相手が表現した内容について，しっかりと聞き取り，十分

に理解させていない。 

（３）学年 第２学年 

（４）単元の紹介 

①単元名 Speaking Plus 2 電話の会話  

②単元の目標 

・外国語表現の能力 

電話特有の表現を正しく用いたり，自分の考えと共に相手

を誘うなど適切に伝えることができる。 

・外国語理解の能力 

  会話の中の必要な部分を聞き取ることができる。 

・言語や文化についての知識・理解 

  電話特有の表現の意味や機能の知識を身に付ける。 

・コミュニケーションへの関心・意欲・態度 

  言語活動において，自分の考えなどをもつ。  

（５）授業改善のポイント 

①指導方法の工夫 

・思考する場面において「書く」活動を取り入れる。 

・家庭学習とリンクさせて，それを用いた授業を行う。 

・板書計画を行う。 

②教材の工夫 

・自然な言語活動になるよう場面設定の工夫を行った。 

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にそった評価問題を作成した。 

（６）授業の様子（生徒の変化） 

・言語の使用場面を意識したことと，家庭学習やパターンプ

ラクティスなど繰り返し電話特有の表現を練習させること

で，多くの生徒は自信をもって意欲的に取り組むことがで

きた。 

・自分の意見とともに，表現することと，相手の表現した内

容について，聞き返すことをさせたことで，会話の内容を

理解しようとする姿勢が見られた。 

（７）検証 

・調査問題と同じ形式の適切な語を，適切な数だけ補って文

を作成する問題で調査したところ，80%以上の正答率であっ

た。 

（８）成果と課題 

①成果 

・指導方法の工夫や教材の工夫，家庭学習とのリンクは，電

話を用いた会話表現の力を育成することに効果があった。 

②課題 

・質問や依頼などに適切に答えることはできたが，正確に伝

えることができない生徒が多かった。また，正確に書くこ

とができていない生徒もいるため，宿題にして，何度も書

かせ，取り組むことが必要である。 

◎意味のつながりのあるまとまった英文を書くこと。（12で通過率

65.2％）無解答はいなかったが，三人称単数現在の文法事項が
できていなかったり，文のつながりから，最後にHe plays soccer.
を入れてなかったり，英語の文の形になっていなかったりなど課

題がある。  
◎適切な語を用いた会話文の組立ての中の，疑問詞を用いた疑

問文の定着（6(4)で通過率46.4％）疑問詞の後の形が疑問文に
なることの理解や主語が何人なのかを読み取ることなどに課題が

ある。  
◎話の流れの理解（9で通過率53.6％）代名詞が何を表している
か，１文だけの理解ではなく，文全体を通して理解できているか

に課題がある。 

英語（領域別平均通過率）
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