
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：：：：三原市中中連携地域三原市中中連携地域三原市中中連携地域三原市中中連携地域    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    児童児童児童児童生徒数生徒数生徒数生徒数    三原市立宮浦中学校三原市立宮浦中学校三原市立宮浦中学校三原市立宮浦中学校    11111111    331331331331    三原市立第五中学校三原市立第五中学校三原市立第五中学校三原市立第五中学校    11114444    415415415415    （H24.11.1現在で記入）    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                                 平成23年度「基礎・基本」定着状況調査において，県平均通過率と比較すると，国語科においては「読むこと」Ｂ学校-2.9ポイント数学科においては「関数」Ｂ中学校-3.2ポイント，英語科においては「書くこと」Ｂ中学校-3.7ポイントであった。生徒質問紙調査においては，「ルールを守る」項目では，Ａ中学校＋4.6ポイント，Ｂ中学校－8.6ポイントであった。「よさは認められている」項目については，Ａ中学＋19.0ポイント，Ｂ中学校－6.1ポイントであった。 このことから,思考力・判断力・表現力を育むための言語活動の充実を図った授業展開及び生徒指導の三機能を生かした授業づくりが必要である。 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 思考力・判断力・表現力の育成 ～生徒指導の三機能を生かし， 言語活動を工夫した授業づくりを通して～  ② 研究仮説 
 （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】  ① 三原市中学校授業モデルの作成   宮浦中学校授業モデルを基に，三原市中学校授業モデルを作 成し，モデルに沿った授業を実施する。  ② 生徒指導の三機能を生かした授業づくり   毎時の授業に次の場面を設定する。（特に必要な場面に設定する）   ア自己決定 イ自己存在感 ウ共感的人間関係  ③ 言語活動を工夫した授業づくり  本時のねらいの達成，思考力・判断力・表現力を育成するために言語活動（「書く」活動）を授業に取り入れる。 ア「個人思考１」の場面において，既習内容を基に自分の考えをもたせるための「書く」活動を設定する。  イ「個人思考２」「集団思考１」の場面において，相手の考えと比較したり，分類したり，関連付けしたりするための

「書く」活動を設定する。 【授業づくりの基盤】 ① 学習の準備 チャイムが鳴り終わる前に，学習用具をすべて準備する。  ② 「話し方」「聴き方」  ア 個人思考⇒集団思考⇒練る・まとめる⇒表現を基本に話し方，答え方のモデルを示す。   イ「３ポイント発言」の導入 【家庭学習等の取組】  ① 家庭学習の充実   ア 家庭学習と授業とを連動することにより，家庭学習の定着を図る。   イ 授業で予習の活用をする。   ウ 復習による学力の定着を図る。 （４） 研究協議の充実  ① 学力分析による課題の共有化と取組の方向性の確認をする。 ② 教科チームごとのマネジメントサイクルに基づく授業改善を行う。      ③ 指導案の事前検討，日常的な連携・相談を行う。  ④ 協議内容の焦点化，授業参観の視点の明確化，視点に基づく協議を行う。 ３３３３    実践事例実践事例実践事例実践事例 【英語】 （１）調査結果からの課題 ① 平成23年度「基礎・基本」定着状況調査 英語 ○「書くこと」の領域にお いてyes-no疑問文や疑問 詞で始まる疑問文を場面 に応じて正確に書くこと ができない。 ○「読むこと」の領域におい て話の流れをつかみなが ら的確に読み取ることが課題である。 ② 指導改善のポイント ○会話練習が不足している。yes-no疑問文や，疑問詞で始まる疑問文の受け答えを増やす。 ○読むこと・話すことから書くことへつなげていき，「書く」活動に重点を置く。 （２）学年 第１学年 （３）単元について    ① 単元名 Lesson 5 Our New Friend from India   ② 単元の目標 ○インタビューをしたり，答えたりすることができる。 ○疑問詞とhim／herの用法を理解し，使うことができる。 ③ 指導計画             (４) 重点項目との関連事項 

すべての教科で生徒指導の三機能を生かし，言語活動を工夫した授業づくりを行えば，思考力・判断力・表現力の育成を図ることができるであろう。 

「「「「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　　　　領域等別領域等別領域等別領域等別ＨＨＨＨ２３２３２３２３65.465.465.465.4 76.976.976.976.9 77.377.377.377.359.159.159.159.1 72.272.272.272.2 62.462.462.462.469.069.069.069.056.256.256.256.2 58.758.758.758.755.060.065.070.075.080.085.090.0
国語（読むこと） 数学（関数） 英語（書くこと） 県平均Ａ中学校Ｂ中学校

「「「「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　　　　英語英語英語英語　Ｈ　Ｈ　Ｈ　Ｈ２３２３２３２３ 83.183.183.183.162.462.462.462.466.766.766.766.778.278.278.278.271.971.971.971.9 76.876.876.876.858.758.758.758.763.563.563.563.567.967.967.967.9 74.674.674.674.655.060.065.070.075.080.085.090.0
教科全体 聞くこと 読むこと 書くこと 話すこと 県平均Ｂ中学校



【教科指導・生徒指導】  ① 生徒指導の三機能を生か  した授業づくり      ○好きなスポーツについて 生徒同士インタビューを する場面を設定し，共感 的人間関係・自己存在感 自己決定の場にする。  （重点項目②ア・イ・ウ）   ○生徒の発言に対して，毎回評価の言葉がけをする。 ○生徒の座席等の配慮により活動をしやすくする。 ② 言語活動を工夫した授業づくり   ○文の構造を示す表（語順表）を掲示し,whenとwhereの比較ができるようにする。   ○語順を意識させ，表を提示し音読練習したのち，自分でノートにまとめさせる。（重点項目③ア）   ○インタビューゲームの活動により，お互いが授業で習った構文を使って積極的に授業に参加できるようにさせる。   ○聞く，話す，読む，書く活動を結び付けた指導になるように工夫する。    【授業づくりの基盤】   ① 学習の準備等   ○授業のスタートからパターン化し，あいさつ，小テスト， Quick Responseなどスムーズに授業を進める。 ○プリントや授業で使ったカードを集めるとき，教師の一言で生徒がスムーズに動くように日頃からルールを決めておく。 ○ＡＬＴとの日頃からの打合せをしておく。 ② 話し方，聴き方 ○発表の声が小さいと生徒対教師の活動になる。生徒同士の活動になるように発表の仕方の指導をする。 ○友だちの発表をよく聞き，発表に対する肯定的な反応をするように日頃からの指導をする。 【家庭学習の取組】 ① 家庭学習の充実 授業始めの小テストや，Quickresponse活動，授業の後の評価問題，自己評価など毎日継続し，基礎・基本の定着やまとめ，振り返りの充実を図る。 （５）授業の様子（生徒の変化）   ○語順を意識させることで，文の構造を意識し，英文を作ることができるようになった。 ○Quick Responseを繰り返し取り入れることで，スムーズな英問英答へとつながっていけるようになった。また，会話の流れを意識し，つながりのある英文が言えるようになってきた。 ○あいさつ，小テスト，宿題点検とパターン化することにより，生徒も主体的に授業に参加するようになった。 ○身近な場面を取り上げＡＬＴに質問させることで，表現力が付き，自分の英語が通じたという喜びにつながった。 ○自分のよさが認められていると感じる生徒が増えた。 （６）検証（評価問題より）     ○１の疑問詞を含む疑問文についての問題では，95％の生徒が正答であった。５％の生徒は，前単元末のテストで，不正解だった生徒が同じように間違えていた。この結果から

５％の生徒は，疑問詞の存在自体が理解できていなかった。 ○場所を表す語を含む文の並べかえは，全ての生徒ができていた。よって，文の構造だけは理解できていると言える。 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 生徒アンケートから ○「社会や学校のルール を守っている」につ いては，Ａ中学校 では，98.9ポイントとな り＋6.7ポイント増と なった。Ｂ中学校では，89.3ポイントとなり＋10.3ポイントとなった。（前年度比） ○「自分のよさは認められている」については，Ｂ中学校では，＋13.1ポイント増となった。（前年度比）  ②「基礎・基本」定着状況調査から          ○通過率60％以上の生徒が増え，通過率30％未満の生徒が減った。 ○国語科「読むこと」では，Ａ中学校では，＋9.6ポイント， Ｂ中学校では，＋10.6ポイントとなった(前年度比)。 ○数学科「関数」では，Ａ中学校では，－0.4ﾎ゚ ｲﾝﾄであった が，Ｂ中学校では，＋12.8ﾎ゚ ｲﾝﾄとなった(前年度比)。   ○英語科「書くこと」では，Ａ中学校では，＋10.9ﾎ゚ ｲﾝﾄ，Ｂ 中学校では，＋19.2ﾎ゚ ｲﾝﾄとなった(前年度比)。 ③ 調査問題から   ○国語科「読むこと」では,   平均通過率は，69.2％で    あった。 ○数学科「関数」では,平 均通過率は，52.0％であ った。    ○英語科「書くこと」では，    平均通過率は,75.9％で    あった。 ○以上のことから，生徒指導の三機能を生かし，言語活動を工夫した授業づくりを行ったことにより，基礎的な知識・技能を定着することはできた。しかし，思考力・表現力を高めることは十分ではなかった。 （２）課題  ○判断力についての取組が明確ではなかった。  ○教科のねらいに即し，思考力・表現力を高めるための言語活動になっていない授業があった。  ○集団思考の場面設定の目的が明確ではなかった。  ○通過率30％未満の生徒の支援が十分ではない。  （３）今後の改善方策等 ○授業規律を保つために，細かい取組を学校全体で同じベクトルで継続していく。 ○目指す生徒の言語表現を明確にもち，どのような力を付けるために設定していくのかを明確にする。 ○何のためにどのような集団思考を仕組んでいくのかを研究していく。 ○自分の考えをもたせる場面での通過率３０％未満の生徒への 支援を工夫していく。（誤答分析からの手立て・ユニバーサルデザインを取り入れた支援等） 

国語６０％以上 数学６０％以上 英語６０％以上Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２３ Ｈ２４県平均 79 89.3 県平均 76 75.9 県平均 73.1 76.3Ａ中学校 88.9 95.9 Ａ中学校 90.1 89.5 Ａ中学校 90.0 93.9Ｂ中学校 83.4 97.5 Ｂ中学校 70.7 85.3 Ｂ中学校 66.0 78.4国語３０％未満 数学３０％未満 英語３０％未満Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２３ Ｈ２４県平均 2.4 1.4 県平均 5.5 6.2 県平均 5.1 4.6Ａ中学校 1.1 0.0 Ａ中学校 2.2 3.1 Ａ中学校 2.2 0.0Ｂ中学校 1.4 0.8 Ｂ中学校 2.2 3.3 Ｂ中学校 5.8 4.1

好きなスポーツについてインタビュー活動 「「「「学校学校学校学校やややや社会社会社会社会ののののルールルールルールルールをををを守守守守っているっているっているっている」」」」生徒生徒生徒生徒アンケートアンケートアンケートアンケート（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ２３２３２３２３・・・・ＨＨＨＨ２４２４２４２４比較比較比較比較）））） 50.850.850.850.823.923.923.923.962.262.262.262.238.938.938.938.9 38.538.538.538.555.155.155.155.136.736.736.736.753.353.353.353.30.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0% Ａ中学校（Ｈ２３） Ａ中学校（Ｈ２４） Ｂ中学校（Ｈ２３） Ｂ中学校（Ｈ２４） まったくあまりややよく

調査問題調査問題調査問題調査問題　　　　教科別教科別教科別教科別（（（（平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年１２１２１２１２月実施月実施月実施月実施））））69.269.269.269.2 52.052.052.052.0 75.975.975.975.950.055.060.065.070.075.080.085.090.0
国語（読むこと） 数学（関数） 英語（書くこと）


