
① 図や既習事項を使い，自分の考えをノートに書かせる。  ② 既習事項を想起させることで，説明の見通しをもたせる。  ③ ペア学習を取り入れ，自分の考えを他者に説明したり，他者と考えを比較させたりする。      

事業名事業名事業名事業名：：：：学力向上総合対策事業学力向上総合対策事業学力向上総合対策事業学力向上総合対策事業    連携連携連携連携地域名地域名地域名地域名：：：：三次三次三次三次市中中連携地域市中中連携地域市中中連携地域市中中連携地域    連携連携連携連携地域地域地域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    生生生生徒数徒数徒数徒数（H24.11.1現在で記入）    三次市立三次市立三次市立三次市立川地中学校川地中学校川地中学校川地中学校    ３３３３    ４８４８４８４８    三次市立三次市立三次市立三次市立十日市中学校十日市中学校十日市中学校十日市中学校    １２１２１２１２    ３６３６３６３６４４４４    三次市立三次市立三次市立三次市立八次中学校八次中学校八次中学校八次中学校    １０１０１０１０    ２４２４２４２４３３３３    １１１１    調査結果調査結果調査結果調査結果のののの分析分析分析分析        本地域３校の課題は，平成23年度広島県「基礎・基本」定着状況調査の結果によると次のとおりである。 国語 抽象的な概念を表す語句や心情を表す語句などに注意して読んだり，文章の構成や展開，表現の仕方について，根拠を明確にしたりして自分の考えまとめること。 数学 正負の数を活用して考え説明することや，比例・反比例の性質を理解し活用すること。 英語 疑問文・否定文の文構造の理解やつながりのある英文を書くこと。  平成23年度全国学力・学習状況調査の結果によると，Ａ問題では国語・数学とも全国平均（業者集計）を0.9ポイント下回り，Ｂ問題では，国語が3.5ポイント，数学が2.1ポイント下回っており，基礎的・基本的事項の定着とそれを活用する力にも課題がある。 ２２２２    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 考えて書く力，協同的に学習する力の育成 〜三次版「授業モデル」の活用・深化を通じて〜   ② 研究のねらい     昨年度までの中学校学力向上対策事業(三次市研究推進地域)では，学力課題に対し三次版「授業モデル」の授業改善の視点に基づいた授業をすることにより，学力向上における一定の成果をあげることができた。今年度はその三次版｢授業モデル｣を基盤とし，本地域３校が生徒に身に付けさせたい力を「考えて書く力」，「協同的に学習する力」に焦点化し，研究に取り組むこととした。 （２）研究組織・体制(省略) （３）取組の重点項目  【教科指導・生徒指導について】 生徒が自分の考えや意見について書く活動を取り入れる。 （協同学習・相互作用） 目指す姿 取組内容 第１学年 ・ 自分の考えと他の考えを対比し，書いた内容を見直すことができる。 ・ ペア学習やグループ学習で自分の書いたものを発表し合い，互いに意見を述べたり，助言をしたりして，考えを広げさせる。 第２学年 ・ 学習課題について書いたものをお互いに添削し合い，より広がりのある考えを導き出すことができる。 ・ 添削させるための視点を提示する。 ・ 他の意見を取り入れながら，書いた内容を再考させる。 第３学年 ・ 根拠や理由を挙げ，論理的な展開で自分の考えについて説得力のある文章を書くことができる。 ・ マッピングやブレーンストーミング等で自分の知識や体験と関連付けたり，適切な情報を使ったりして考えを書かせる。 ・ 文章構成や展開方法について明示する。 

【授業づくりの基盤について】 他の考えを集中して聞くことができるよう，他の考えをメモさせたり，自分の考えをノートにまとめさせたりする。（聞く態度） 目指す姿 取組内容 第１学年 ・ 自分の考えと他の考えを比較しながら聞くことができる。 ・ 思考のつながりが分かる板書計画を立てる。 ・ 意図的な指名をする中で，思考のつながりをもたせながら，他の考えに対して興味付けをする。 第２学年 ・ 他の考えについてメモするなどして大切なキーワードを聞き取ることができる。 ・ 話し手に分かりやすいようにナンバリング，結論先行等の言語技術を用いて，発表する内容の要点をノートやワークシートに書かせる。 第３学年 ・ 他から情報を得ようと他が発表する内容について質問するなど積極的に聞き取ることができる。 ・ ペア学習やグループ学習で相手の発表内容をメモさせる。 ・ 相手の考えについて，質問させる時間をとる。 【生徒指導の三機能について】  「考えて書く力」「協同的に学習する力」の育成と生徒指導の三機能を生かすことは，同等の意義を持っているととらえ指導した。         ３３３３    実践事例実践事例実践事例実践事例（（（（数学数学数学数学）））） （１）授業モデルに基づいた授業改善の視点     （２）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            広島県平均通過率71.5%を8.5ポイ ント下回っている。「結論がない」， 「具体的な数を例にあげて説明でき ていない」といった誤答に加え，無 解答が多くみられた。 （３）調査結果からの課題      （４）学校・学年 三次市立十日市中学校・第３学年 （５）単元の紹介 ①  単元名 平方根    ②  単元の目標      正の数の平方根について理解し，それを用いて表現し考察することができる。 （６）単元における指導の工夫            

平均通過率 63.8％ （-8.5ポイント） 無解答率 16.8％ 
○ 既習事項との関連を明らかにし，見通しをもたせる。    ◆◆◆◆考考考考えをもつえをもつえをもつえをもつ ○ 根拠となることを明確にさせ，自分の考えを筋道を立てて表現させる。◆◆◆◆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 ○ 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    正の数，負の数の学習が終わった後，明子さんが次のように言っています。 ４に整数をかけると，いつも０より大きくなります。この考えは正しくありません。その理由を，具体的な数を例にあげて説明しなさい。 （平成23年度「基礎・基本」定着状況調査 中学校数学２(3)） 

・ 正方形を書く ・近似値を求める ・ ５を√で表す ・５と 21 を２乗して考える 

課題となる力 ・ 問題の意味を適切に読み取り判断する力 ・ 事柄が正しくない理由を，具体的な数値を例に挙げ説明する力  指導上の課題 ・ どの既習事項を活用するか見通しをもたせる指導が不十分である。 ・ 論理的な説明方法の指導が不十分である。  
・ 面積が２cm2と５cm2の正方形を作図し，１辺の長さを比べて説明をさせる。 ・ 電卓で近似値を求め，それを基に説明させる。 
・ 必ず理由を明らかにして説明させる。 ・ 他者の考えで参考になったことや，自分の考えと違うところを，ノートに赤字で書き加えさせる。 

十日市中学校の結果（H23） 



（７）授業の様子 ① 本時の目標    平方根の大小について不等号を使って表し，その理由を説明することができる。   ② 本時の学習展開  【考えを持つ】どうやって考えるか見通しをたてる。 ◆◆◆◆考考考考えをもつえをもつえをもつえをもつ 既習事項を想起し，説明の見通しをもたせ，理由をノートに書かせる。   
 

 

 

 ◆◆◆◆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    見通しをもたせペアで確認する。               
 ◆◆◆◆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     ペア学習で出た意見を全体で 比較し，考え方のポイントを つかませる。     （８）検証（評価問題）    評価問題に次の問題を入れて実施した。  ，       （９）成果と課題（○成果：●課題）  ○ 「考えを表現する」授業づくりを進めることで，数値（５＝ 25 と 21 ，５２＝25と 21 ＝21）を用いて既習事項を根拠に考えを説明する生徒や，具体的な数値をあげて説明する生徒が増えた。 ○ ペア学習を通して，他者の考えを書き加えたり，自分の考えを修正したりすることができるようになった。 ● 無解答率は，平成23年度に比べ，減少はしているが，依 然１割近い生徒が無解答である。   

４４４４    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 生徒意識調査から見た成果  ６月実施→11月実施〔肯定的回答：％，（差）：ポイント〕 質 問 第１学年 第２学年 第３学年 相互作用 他の人の考えや意見を聞いたり読んだりすることは，ためになると思う。 84.4→87.2 (+2.8) 76.6→77.6 (+1.0) 75.9→79.7 (+3.8) 協同学習 自分の考えとちがう意見も受け入れながら，自分の考えを話しています。 77.2→79.3 (+2.1) 70.1→70.0 (-0.1) 64.1→68.8 (+4.7) 聞く態度等 自分一人では思いつかなかったことも，他の人の考えや意見と交流することにより，新たな考えが生まれています。 85.5→90.4 (+4.9) 75.4→81.0 (+5.6) 73.8→77.0 (+3.2)  ○ ペア学習やノート指導等で，教師が「考えて書く力」と「協同的に学習する力」を育成することを柱とした学習指導を授業モデルに則って行ったことにより，「相互作用」「協同学習」についての生徒の学習に対する意識が概ね高まった。 ○ 他の人の意見から自分が必要な情報を引き出させる学習活動を取り入れることで，特に授業づくりの基盤としての「聞く態度等」の項目で全学年の肯定的な回答が上昇している。他の発表をノートやワークシート等に書き込ませることが一定の成果につながっていると考える。 ② 調査問題における成果  11月実施 設定通過率→調査問題通過率 〔通過率：％，（差）：ポイント〕 設問毎の成果 第１学年 第２学年 第３学年 書くこと 要約 国語 考えをもたせ，相互作用させるときに，条件や根拠を明確にしてノートに書く活動を取り入れることで，論述する力に成果が見られた。 72.3→78.6 (+6.3) 59.5→63.1 (+3.6) 18.1→26.6 (+8.5) 反比例の判断 数学 比例・反比例の性質や特徴を導入場面で確認したり，それらの性質を活用して解決する問題に取り組ませることで通過率が向上したと考える。 57.5→66.0 (+8.5) 40.2→45.1 (+4.9) 40.2→45.7 (+5.5) つながりのある英文を書くこと 英語 マッピング，辞書の活用の習慣化，モデル文提示等により，まちがいを恐れずにまとまりのある英文を書こうとする意欲が高まったと考える。 65.0→78.8 （+13.8） 62.0→69.9 （＋7.9） 61.4→74.4 （＋13.0）  （２）課題  11月実施 設定通過率→調査問題通過率〔通過率：％，（差）：ポイント〕 設問毎の課題 第１学年 第２学年 第３学年 説明的文章の段落相互の関係 国語 文章全体を読み，要旨をとらえることや，文章の中心的な部分と付加的な部分，事実と意見を読み分けることができていない。 69.0→64.4 (-4.6) 74.5→75.2 (+0.7) 44.6→30.2 (-14.4) 方程式を解く・つくる 数学 等式の性質や移項など基本的な知識・技能を定着させきれていない。無解答も多く，問題解決の意欲の向上も必要である。 81.9→64.4 (-17.5) 53.8→41.8 (-12.0) 74.3→66.5 (-7.8) 適切な語を用いた会話文の組立 英語 助動詞の誤答が多く，主語や動詞の文構造の理解が不十分であったり，主語が単数か複数かを判断できたりしていない。 38.3→36.3（-2.0） 38.3→40.3 （+2.0） 38.3→28.1 （-10.2） ● ペア・グループ活動において，考えを相互作用させる際，思 考の視点を明確にすることが不十分である。 （３）今後の改善方策等 国語 ・ 説明的な文章における構成や展開を把握する力に係る課題を改善するために，直接的に構成・展開を問うだけでなく，筆者の主張をとらえることも含め，文章中の言葉に着目して，さまざまな方向から迫っていくように発問を精選する。 ・ 書くことを積み重ねる。書けない生徒には，断片的な言葉を手がかりに広げていく。具体的に詳しく書かせることを指導のポイントとし，論理的に思考し，表現する能力を育成する。 数学 ・ 文字式や方程式など，数と式の基本的な問題でつまずいている生徒が多い。既習事項の定着を図ったり，既習事項を活用して解決する学習に取り組んだりするとともに，座席表を活用し一人一人の定着状況を把握し，必要な指導を行う。 ・ 複数のグラフの活用（１年），図形の証明(３年)など，基礎的・基本的な知識・技能を活用して考察したり，説明したりする力に課題がみられる。指導者がねらいを明確に持ち言語活動のさらなる充実を図ることで，思考力・判断力・表現力を育成する。 英語 ・ パターンプラクティス等で様々な主語を使わせたり，文転換させたりした英文を書かせ主語・動詞の関係を理解させる。 ・ ピアフィードバック等で他者の考えを取り入れ，接続詞や代名詞を使用する等して，つながりのある文を書かせる。  ・ 各教科部会のまとめ，改善指導案，授業記録等を活用し，継続的に授業改善を図る。  ・ 協同的な学習において，教科のねらいに即した活動の目的や視点をより明確に示すことにより，自他の考えを相互作用し合う言語活動を充実させる。 

課題１   ５と 21 の大小について不等号を使って表し，理由を説明しなさい。 

５と 21 の大小について不等号を使って表しなさい。また理由を説明しなさい。 

課題２ －６と－ 35 の大小を不等号を使って表しなさい。またその理由を説明しなさい。 

指導指導指導指導のののの工夫工夫工夫工夫③③③③    説明の中から，平方根の大小を判断する際のポイントをノートに記入させる。 

指導指導指導指導のののの工夫工夫工夫工夫②②②②    既習内容を基に，根拠を述べながら，課題に対して予想を立てている。 

指導指導指導指導のののの工夫工夫工夫工夫③③③③    自分の考えを説明したり，考えを比較させたりする。  

他者の考えを取り入れ，考えを修正している。 

 H23「基礎・基本」定着状況調査 評価問題 平均通過率 63.0% 74.9% 無解答率 16.8% 9.0% 

共感的人間関係共感的人間関係共感的人間関係共感的人間関係をををを育成育成育成育成するするするする    相手の意見を熱心に聞き，認めた上で，間違いを修正していくようにする。 


