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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 

 

 

 

②研究のねらい 

本年度は，研究主題を昨年同様とした。この研究

主題は和庄中学校区の３小学校，（長迫小学校，本

通小学校，和庄小学校）と共有化を図り，義務教育

９年間を通し，豊かに自己表現し，主体性を持って

意欲的に学ぶ生徒を育成することを目標に設定した。 

（２）研究組織・体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①定例会議 

各教科チーム協議会の円滑な連携と研究の推進を

行うため，校長，教頭，研究推進教員，各教科チー

ムリーダーが参加する定例会議を組織した。この会

議を週時程に位置付け，会議録を全教職員に配付す

ることで，研究内容の周知徹底を図る工夫をしてい

る。 

②研究部会 

本事業について学校全体で組織的に研究を推進す

ることができるように，３つの研究部会を立ち上げ,

調査・研究等を分担し，研究推進を図っている。 

③教科部会 

 ２週間に１回の割合で教科部会を招集し，指導内

容，指導案検討,調査問題，各種検定などの連携を

図っている。 

（３）研究内容 

 ☆「和庄中学校授業づくりプラン」に基づく研究 

ア 「毎日ノート」を活用し，三点固定（就寝時刻・

起床時刻・家庭学習時間）の定着を図り，予習・復

習を含めた家庭学習を充実させる。 
イ 小中一貫教育との関連を図りながら，本中学校区

の児童生徒の学力分析を行い，小中合同授業研究及

び協議を行う。 

ウ 中学校の生徒の課題を基に，小学校へ乗り入れ授

業を行う。 

エ 「ひろしま」学びのサイクルを生かした授業づく

りを行う。 

オ 授業改善のために，全教科，全教職員で授業研究

を行う。評価問題を作成する等の研究推進体制を確

立する。 

カ 全教科で協同的学びのあるグループ学習を取り入 

れる。 

キ 基礎的・基本的な学習内容の定着が十分でない生 

徒への対応を図る 

・各層（各調査問題通過率・３０％，６０％未満）

の生徒に応じた指導の工夫を図る。 

・各教科における個に応じた指導の徹底を図る。    

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課題課題課題    

（１）成果 

①基本的生活習慣の確立 

第３学年における肯定的回答率（％） 

質問事項 

平成２０

年度 

平成２１

年度 

平成２２

年度 

平成２３

年度 

就寝時刻が決まっている。 ＋ 4.7 ＋14.0 ＋19.5 86.0 

起床時刻が決まっている。 ＋ 3.5 ＋ 5.2 ＋ 5.4 95.0 
三点 

固定 

家庭学習を１時間以上行う。 ＋10.5 ＋15.2 ＋25.2 65.5 

家庭で授業の予習をする。 ＋ 9.4 ＋8.8 ＋17.3 37.0 
家庭 

学習 
家庭で授業の復習をする。 ＋19.0 ＋32.2 ＋25.0 82.0 

（全国学力・学習状況調査の生徒質問紙,H23は本校の数値である％） 

平成21年度から「毎日ノート」を活用し，三点固

定の定着に向けた取組を開始した。その結果，生活

習慣が身に付いている生徒の割合が全国平均と比較

して高くなっている。 

②学力調査 

「基礎・基本」定着状況調査平均通過率３０％未満の割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２２年度まで基礎的・基本的な学習内容の定

着が十分でない生徒の数値は減少した。これは，個

別学習等の手立てをした結果であると同時に，今後

も個に応じた指導を一層強化していく必要がある。 

（２）課題 

学習アンケート「表現力」についての肯定的回答率 

内 容 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 

自分と違う意見を受け入れながら，自分の

考えを話しています。 

63.2 64.1 78.1 

なぜ，そうなるのか，理由をつけて話して

います。 

73.6 64.1 71.2 

自分の考えや意見を，具体的な例を挙げ，

順序に気をつけながら話しています。 

52.9 64.1 57.5 

対象：平成21年度，平成22年度,平成23年度 同学年（経年比較％） 

・ 「順序に気をつけながら話す」と回答した生徒の

割合が下がっている。論理的思考力,表現力に課題が

あることが考えられる。 

・ 平成２３年度に，通過率３０％未満の生徒の割合

が増加したことは課題である。 

（３）今後の方向性等 

①基礎的・基本的な学習内容の定着が十分でない生徒 

への対応 

ア 授業において個に応じた指導の充実と改善を図る。 

イ 習熟度別のプリント学習を中心にした補充学習を

毎週１回，定期的に行なう。 

②思考力・表現力を育む効果的な言語活動の充実 

ア 全教科で協同的学びのあるグループ学習を推進 

していく。 

イ 本時のねらいにせまる言語活動の設定とその効 

果を検証していく。 

意欲的に学び，豊かな表現力を持つ生徒の育成 

～ 「ひろしま」学びのサイクルを生かした授業を通して ～ 

広島県教育委員会 

【研究推進委員会】 

【定例会議】 

【国語科チーム協議会】 

校長，教頭，研究推進教員 

各教科チームリーダー 

国語科担当教員 

呉市教育委員会 

【数学科チーム協議会】 

校長，教頭，研究推進教員 

各教科チームリーダー 

数学科担当教員 

呉市教育委員会 

【英語科チーム協議会】 

校長，教頭，研究推進教員 

各教科チームリーダー 

英語科担当教員 

呉市教育委員会 

【授業改善研究部】 

・論理的思考力を付ける指導 

・単元学習指導 

・協同的な学びによる指導 

国語科，社会科，技術・家庭科担当教員 

【調査研究部】 

・学力調査 

・アンケート調査 

・三点固定調査 

数学科，理科，美術科担当教員 

【広報部】 

・家庭学習手引きの改善 

・図書館利用指導の改善 

・ＨＰの改善 

英語科，音楽科，保健体育科担当教員 

【各教科チーム協議会】 



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２３年度「基礎・基本」定着状況調査 

中学校 第２学年 国語調査票 四２ 

（実施日 平成２３年６月 対象 第２学年）    

趣旨 文章の展開に即して段落相互の関係をとらえるこ

とができるかどうかをみる。 

広島県の平均通過率が56.2％であるのに対し，本校

は58.8%とやや上回っている。誤答の生徒（三と答え

た生徒が14.0％，四と答えた生徒が18.0％）につい

ては，文章全体の流れを読み取ることができず，論の

展開が十分に理解できていないものと思われる。 

（２）調査結果からの課題 

①課題となる力 

・文章が書かれた目的を考え，表現の仕方の特徴を

的確にとらえる力 

・文章の展開の仕方をとらえて，段落の役割を理解

する力 

・問題文を読み解き，条件に従って答える力。 

②指導上の課題 

・要約をさせるための手だてが不十分である。 

・段落相互の関係をつかませる手だてが不十分である。 

・問題文に沿って，キーワードをもとに，論理的に答

えさせる手だてが不十分である。 

（３）学年 ３学年 

（４）単元の紹介 

①単元名 

  読み比べて自分の考えをまとめよう「テクノロジ

ーと人間らしさ」・「テクノロジーとの付きあい方」 

②単元の目標  

２つの評論を読んで，盛り込まれている情報を比

較しながら文章の構成や展開，表現の仕方について

とらえ，内容の理解に役立てることができる。 

③単元の展開（全８時間） 

次 学 習 内 容 時 数 

一 

・二つの文章，全文を通読し，抽象的

な語句をとらえる。 

・難語句についてグループで調べる。 

１ 

二 

・二つの文章について形式段落ごとに

要点をまとめる。 

２ 

三 

・「テクノロジーとの付きあい方」の

文章の特徴を整理する。 

１ 

四 

・「テクノロジーと人間らしさ」の文

章の特徴を整理する。 

１ 

五 

・筆者の主張と文章の特徴との関係を

考えて整理する。 

１ 

六 

・２つの評論を読み比べて文章の書き

方について自分の考えを２００字以

内にまとめる。 

１ 

七 

・テクノロジーと人間について小論文

を書く。 

１ 

（５）授業改善のポイント 

①指導方法の工夫 

・「筆者の意見」と「その根拠となる事実」の部分を

とらえさせながら２つの評論を比較し，その表現の

仕方を比べさせる。 

・文章の展開の仕方をとらえさせるため，接続語に注

目させ，各段落の役割を理解させる。 

・問題文を読み解くため，キーワードを確認させたり，

それを用いて筆者の主張や自分の考えを字数制限内

で書かせたりする。 

②教材・教具の工夫 

・文章構造を簡略化して，とらえるためのワークシ

ートを作成する。 

・グループ学習の活性化するためにホワイトボード

を活用する。 

・評価問題に広島県「基礎・基本」定着状況調査の

問題を活用する。 

③評価の工夫 

・提出後のノートでは，板書以外の記述の有無を確

認する。また，文章の構造を表すワークシートに

は，樹形図，フローチャート等，既習事項を駆使

して簡潔に表現しているか確認し，評価する。 

（６）授業の流れ 

学習活動 指導上の留意事項等 

１ 本時の

目標を確

認する。 

・主張と文章とのかかわりを考える。 

２ 前時の 

確認 

・論述や表現の仕方について確認す

る。 

・筆者の考えになる部分を提示する。 

３ グルー

プ学習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

話し合いの手がかりとしたワークシート 

４ まとめ ・各段落が文章全体の中で果たしてい

る役割などを簡潔に振り返る。 

・どちらの主張により納得できるか。

文章の書き方という観点で評価する

文章を書くことを確認する。 

（７）検証 

（８）成果と課題 

・ ２つの評論において，「意見」と「根拠」の関係

「問い」と「答え」の関係等を比較しながら文章の構

成や展開，表現の仕方についてとらえることで，内容

理解につなげることができた。 

・ 文章構造を簡潔に表す課題を与え，その図について

グループ活動で交流し合った後の段落相互の関係の理

解度は高まった。また，授業後の評価問題についても

正答率が増えた。 

・ ２００字という字数制限を，１文が３０字程度を７

文書かせる等，読み取った段落構成を書く時にも意識

させていく必要がある。 

段落相互の関係 H22基礎･基本 H23基礎･基本 H23評価問題 

本校 47.5 58.8 62.5 

広島県 50.0 56.2  

差異 

－2.5 ＋2.6 前年度比 

＋15.0 

【確認事項】 

・対になる表現，対立する意味の

キーワードを並べる論述の仕方

などを手がかりとする。（４人一

組のグループ） 

・一般的な批判への反論を,手がか

りとする。（４人一組のグルー

プ） Ｓｔｅｐ２「要約」「テクノロジーとの付き合い方」
池内氏慎重派○①発明は必要の母

・②人間特有・③感性を支配○④身体能力の喪失
○⑤ヒトと人間の調和が課題

・⑥失われる能力を考える
・⑦長い尺度で得失を判断

「テクノロジーと人間らしさ」
黒崎氏賛成派○①人間にとって本質的なもの

・②例医療機器、ペット型ロボット
○③一般的な批判→素朴すぎる

・④人は生まれ育った環境が自然
・⑤使いこなし受け入れるのが人間

・⑥ダイナミズムの中で受け入れていく
・⑦人間の本性に反する→一万年遅い

・⑧本来の姿＝人工的
○⑨変容する存在・⑩根本的衰弱



【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３(2) 

 

３(2) ある数を２倍して５を加えると，もとの数の 

３倍になります。ある数をx として，方程式を 

つくりなさい。 

広島県の平均通過率が62.9％であるのに対し，本校

は58.7％と下回っている。誤答の中では正答以外の方

程式を答えた生徒が17.3％と最も多く，問題文を読み

取る力，問題の中の数量を文字式や数で表しその関係

を方程式に表す力が十分に定着していないと考えられ

る。また，無解答が17.3％と多く意欲も低い。 

（２）調査結果からの課題 

①課題となる力 

・問題文を読み取る力 

・問題の中の数量を文字式や数で表し，その関係を方

程式に表す力 

②指導上の課題 

・問題文を読み取らせる際の手立てが不十分である。 

・問題の中の数量を文字式や数で表したり，その関係

を方程式に表す際，図や具体物を使って活動する場

面が少ない。 

（３）学年 第３学年 

（４）単元の紹介 

①単元名 「２次方程式」 

②単元の目標  

・因数分解，平方根の考え，解の公式を利用して，２次方程

式を解くことができる。 

・具体的な場面で数量の関係をとらえ２次方程式をつくり，

問題を解決することができる。 

③単元の展開（全15時間） 

次 学 習 内 容 時 数 

２次方程式とその解 ２ 

因数分解による解き方 ３ 

平方根を利用した解き方 ３ 

一 

２次方程式の解の公式 ３ 

二 ２次方程式の利用 ３（本時１／３） 

三 まとめの問題 １ 

（５）授業改善のポイント 

①指導方法の工夫 

・問題文を声に出して読ませる。また，問題文の中の

数量にアンダーラインを入れさせる。 

  ・問題に合うような具体物や見取図を使って，数量を

文字式や数で表し，その関係を方程式に表させる。 

  ・学習グループで取り組み，考えたことを全体の場で

発表させることで，考えを深め合うとともに伝え合

う力をつけさせる。 

 

 

 

 

 

 

   グループグループグループグループ活動活動活動活動のののの様子様子様子様子   全体全体全体全体のののの場場場場でのでのでのでの発表発表発表発表のののの様子様子様子様子    

②教材の工夫 

・学習プリントを使って，問題文を読み取らせ，見取

図をかかせ，方程式に表させる。 

・画用紙を使って，問題に合うような具体物をつくら

せる。 

③評価の工夫 

・授業の最後に，「自己評価表」に記入させることに

より，学習を振り返らせる。 

・授業後にノート（学習プリントをノートに貼った

もの）を集めて評価する。 

・課題を踏まえ，日常の身近な事象から調査問題を

作成し，１２月に実施して取組を検証する。 

（６）授業の流れ 

学習活動 指導上の留意事項等 

１ 本時の目標

を確認する。 

 

２ 既習事項を

復習する。 

・ 本時の学習に関連する方程式(１次方

程式，連立方程式)，２次方程式の解

き方について確認する。 

３ 課題に取り

組む。 

 

①自力解決 

 ↓ 

②グループ交流 

 ↓ 

③全体発表 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
・ 具体物をつくり,見取図をかかせる。 

・ x とする数量を決め，問題の中の数

量をx を使った式や数で表し，その関

係を方程式に表させる。 

・ 方程式は一通りではないことに気付

かせる。 
・ 方程式を解き課題の答えを求めさせ

る。その際，解が２通りあり，適切で

あるかどうか確認することの必要性を

意識させる。 

４ 本時の学習

を振り返る。 

・ 本時のまとめと次時の予告(本時の続

き)をする。 

・ 自己評価表に記入させる。 

※ 学習の定着を図るため，類似問題を家庭学習とする。 

・ 具体物をつくりその見取図をかかせることで，多 

くの生徒が数量を文字式や数で表し，その関係を方程

式に表すことができた。また，学習グループで互いの

考えを伝え合うことで，解決方法を共有することがで

きた。 

・ はじめの厚紙の縦の長さを x として方程式をつく

ったグループと直方体の縦の長さを x として方程式

をつくったグループがあり，それを全体で発表するこ

とで，異なる解決方法があることを理解できた。 

（７）検証 

・ 「基礎・基本」定着状況調査では本校の平均通過率

は58.7％であったが，単元末に行った評価問題では通

過率が67.9％となり9.2ポイント上昇した。 

・ 無解答が17.3％から6.1％に減り，意欲的な生徒が

増えた。 

・ 自己評価表で「目標を達成することができた」と評

価した生徒が８割を超えた。 

（８）成果と課題 

・ 問題文の中の数量にアンダーラインを入れる，具体

物をつくり見取図をかかせる，学習グループで取り組

み全体の場で発表することで，問題をしっかり読み取

り，数量の関係をとらえて方程式をつくることができ

るようになった。また，数学用語を使って説明する力

も付いた。 

・ 問題文の中の数量を文字式や数で表し，その関係 

を方程式に表すことができていない生徒が３割いる。

そのような生徒に対して，個別指導を行ったり，学び

直しの機会を設けたりして，力の定着を図っていく必

要がある。 

[めあて]方程式をつくり問題を解こう! 

【課題】右の図のよう 

に，横が縦より７㎝長 

い長方形の厚紙があり 

ます。この４すみから 

１辺が２㎝の正方形を切り取り，直方 

体の容器をつくると，容積が120㎝

３
に 

なりました。このとき，はじめの厚紙 

の縦の長さを求めなさい。 



【英語】 

（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 

１２ 次の文は，ダイスケとブラウン先生の会話文です。ふき出しの言葉を使っ

て，□の中に友達のケンタについて説明する３文以上の英文を書きなさい。ただ

し，ブラン先生との会話の流れを考えて書きなさい。 

Ms.. Brown:  Who is he? 

Daisuke   :  He is Kenta. 

 

Ms. Brown: Oh, I llike soccer, too. 

 

 本校通過率 広島県通過率 差 

平成２２年度 50.1% 45.9% ＋4.2% 

平成２３年度 59.8% 61.4% －0.6% 

※「示された情報について，文法的に正しく３文以上で書

いてある」項目に関しては，Ｈ２２年度１１．３％ →

 Ｈ２３年度２８％と上まった。しかし，３０％未満の

生徒の割合が多い。 

（２）調査結果からの課題 

  ①課題となる力 

  ・一般動詞の３人称単数現在形の理解 

  ・自分の考えや気持ちなどが読み手に正しく伝わるように

文と文のつながりに注意して文章を書く力 

  ②指導上の課題 

  ・基本的な既習英文の反復練習が不足し，書くことの指導

が不十分である。 

  ・英文を書いたり話したりすることへの苦手意識をなくし，

実際の場面においてそれらを表現する力を付ける指導が

不十分である。 

（３）学年 第１学年  

（４）単元の紹介 

① 単元名   Ｕｎｉｔ ６ 

② 単元の目標  

コミュニケー

ションへの関

心・意欲・態

度 

・間違いを恐れず，学んだことを使い積極的に

コミュニケーションを図ろうとする。 

・「書くこと」の言語活動に積極的に取り組んで

いる。 

表現の能力 

 

・三人称単数現在形を使った文を作り，人につ

いて簡単な紹介をしたり，応答や否定文を作る

ことができる。 

理解の能力 

三人称単数現在形を含んだ文章を理解できる 

言語や文化に

ついての知識

・理解 

・海外での日本文化（歌舞伎・漢字と仮名）の

普及について知る。 

・国際都市トロントと英語の「国際語」として

の役割に関心を持つ。 

③ 単元の展開（指導計画 全８時間） 

次 
学習内容 時数 

三人称単数現在形の形・用法を理解する。 １ 

三人称単数現在形の文を使って，人について簡単

な紹介をする。（本時） 

１ 

１ 

本文の内容を理解する。（Unit7(1)） １ 

疑問文と応答の形・用法を理解する。 １ ２ 

本文の内容を理解する。（Unit’(2)） １ 

３ 三人称単数現在形の否定文を理解する。 １ 

 本文の内容を理解する（Unit7(3)） １ 

４ 三人称単数現在形の用法をまとめる １ 

（５）授業改善のポイント 

① 指導方法の工夫 

・基本文を定着させるため，インプット教材の導入と繰り返し

指導の徹底を図る。ペアによる「聞く」「話す」活動からそ

れを「書く」活動へとつなげていく方法を取る。 

・ペアや４人１組Ｔ字型の学習グループでの交流により，お互

いに教え合い，考えを深めさせる。 

ア 日常的に毎時間「つながりのある英文を」を口頭練習する。

Communication in 1 minute―ワークシート 抜粋 

フルセンテンスで話そう 

     Questions Answers 

1  Please introduce yourself.  

 

I am (       ). 

Ｉ am from (       ). 

I am (   ) years old. 

I like (         ). 

 I play (       ). 

イ Writing Practice   

・口頭練習をした後，ワークシート（Writing Practice）に自

己紹介文を４文以上を２分間で書く。 

・次にペアでワークシートを交換し，youを主語にした紹介文

を４文以上で２分間で書く。 

ウ pointを示す。代名詞や人の紹介のモデルを教える。 

エ 個人で辞書を使いながら，課題となる英作文を考える。 

オ ４人１組Ｔ字型の学習グループになり，リーダーを中心に 

White boardを活用しながら課題となる英作文をまとめる。 

カ 黒板にWhite boardを掲示しクラスみんなの前で発表する。 

キ 掲示されたboardを見ながら，英作文のチェックを行う。 

ク よい作品を全員で評価する。 

ケ 個人でワークシートに記入する。 

【 個人→グループ→全体→個人】 

コ 家庭学習に結びつける。 

② 評価の工夫 

・評価問題は簡単な穴埋めから英語で表現する問題を作成した。 

・基礎基本定着状況問題をベースにした調査問題を作成 

（６）授業の様子 

・ お互いに教えあい，意見交流を図り考えを深め合うことがで

きた。 

（７）質的検証 

 ・指導前の英作文 

  He is seventeen. 

    He haves hat. 

    He is like meat. 

    He is from Goa. 

・指導後の英作文 

  He is seventeen.  

    He is from Goa.  He likes meat.  He has a hat.  

（８）成果と課題 

「つながりのある英文を書く力・一般動詞の三 

人称単数現在形の理解」を付けるために，この授業を行った。

友達の書いた英文を読み，意見感想を伝えあいチェックし合う

中，再度書き直すことでさらに内容豊かな文ができた。今後も

 学習内容に応じて，be動詞や一般動詞の繰り返し学習を行っ

ていきながらペアやグループ学習を通して，じっくり考えさせ

る授業を展開したい。 

１３歳である。英語を話す

ことができる。犬を飼って

いる。サッカーが好き。


