
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    連携地域名：連携地域名：連携地域名：連携地域名：向陽中学校区小中連携地域向陽中学校区小中連携地域向陽中学校区小中連携地域向陽中学校区小中連携地域    連携地域を構成する学校連携地域を構成する学校連携地域を構成する学校連携地域を構成する学校    学校名学校名学校名学校名    学級数学級数学級数学級数    児童生徒数児童生徒数児童生徒数児童生徒数    向陽中学校向陽中学校向陽中学校向陽中学校    １５１５１５１５    ４２９４２９４２９４２９    郷田小学校郷田小学校郷田小学校郷田小学校    １５１５１５１５    ３６８３６８３６８３６８    板城小学校板城小学校板城小学校板城小学校    １６１６１６１６    ４６８４６８４６８４６８    三永小学校三永小学校三永小学校三永小学校    １２１２１２１２    ２８１２８１２８１２８１    （H２６.１１.１現在で記入）    １１１１    調査結果の分析調査結果の分析調査結果の分析調査結果の分析 平成25年度「基礎・基本」定着状況調査,本事業調査問題，生活アンケート結果から，小学校中学校の共通の課題が明らかになった。 ≪全体の課題≫  ・通過率30％以下の児童生徒がいること。  ・配慮を要する児童生徒が年々増加傾向にあること。 ・かかわり合いのある授業づくりが不十分であること。 ≪各教科の課題≫ 【国語科】 「目的や必要に応じて理由や事例を挙げて書くこと，根拠に基づいて考えを書くこと」 【算数・数学科】 「自分の考えを筋道立てて説明すること」（伴って変わる数量， 関係を文字式で表す。） 【英語科】 「まとまりのある一貫した文章を書くこと」    ２２２２    研究の概要研究の概要研究の概要研究の概要 （１）研究テーマ及び研究のねらい  ①研究テーマ    ②研究のねらい ・基礎的・基本的な知識・技能の定着を図る授業づくり （ア）課題の明確化，及びその課題を解決するための指導方法の工夫・改善を図る。 （イ）個に応じた指導の充実を図る。 ・生徒指導の三機能を生かした授業づくり （ア）自己肯定感を高め共感的人間関係を育成する。 （イ）学習意欲の向上と学習規律の定着を図る。 （２）研究組織・体制              （３）取組の重点項目  【教科指導・生徒指導】   〈目指す姿〉 文の要旨をとらえ，事実と感想・意見を読み分けることができ，また，自分の考えを書くことができる。 

〈取組内容〉 ・文章の重要な点を表現に即して押さえ，必要な条件に合わせて文章にまとめる場を設定する。 ・説明手引きなどを活用して書かせる。      〈目指す姿〉 ・数量の関係に関数の考えを用いたり，統計的に考察したり  することができる。 ・平面図形や立体図形について理解し，図形についての理解  を深めることができる。 〈取組内容〉 ・具体物，言葉，数，式，図，表，グラフ等を関連付けて説  明する場を設定する。 ・考えの根拠を明確にさせ，根拠を基にして説明させる。 ・自分の考えをノートに書かせる。     〈目指す姿〉 ・接続詞を用いて，まとまりのある一貫した文章を書くことができる。  〈取組内容〉   ・英作文を書く際，さまざまな言語の使用場面を設定し，場 面に応じた表現を指導する。   ・英文を書く前に，マッピングを使用し，文章構成を意識さ せる。 ・接続詞，代名詞に着目させ，文と文とのつながりを意識し ながら書かせる。  【授業づくりの基盤】 生徒指導の三機能「支持的風土のもとに学び合う集団の育成」 〈目指す姿〉  ・自分の考えを根拠を示しながら話すことができる。  ・お互いの考えや意見を肯定的に認め合うことができる。  ・授業において他者との交流により，学び合うことができる。 〈取組内容〉  ・基本的な話型と声の大きさを指導する。  ・自分の考えを書き，発表する場を設定する。  ・よい所を具体的に評価する。 「学習の準備やあいさつの徹底」 「家庭学習の定着」 〈目指す姿〉  ・次の学習準備をすませ，チャイムが鳴る前に着席している。  ・立腰・瞑目・あいさつができる。  ・家庭学習が定着している。                   【立腰のポスター・立腰の様子】  〈取組内容〉                   ・授業後に，次の学習の準備ができているか確認する。  ・姿勢のよさを褒め，立腰を意識させる。  ・点検と指導を組織的に行う。 

「児童生徒一人一人に確かな学力をはぐくむ授業づくり」     ～指導方法の工夫・改善を通して～  

国語科：「目的や必要に応じて理由や事例を挙げて書く力，根拠に基づいて考えを書く力を付ける」 

算数・数学科：「自分の考えを筋道立てて説明する力を付ける」 
外国語活動・英語科：「まとまりのある一貫した文章を書く力を付ける」 



３３３３    実践事例実践事例実践事例実践事例     【教科指導】 【国語科】 （１）指導上の課題       （２）学年（中学校第１学年） （３）教科及び単元（題材）について ① 単元（題材）名「小さな手袋」 ② 単元（題材）の目標 文章の展開，表現の仕方について，根拠を明確にして自分の考えをまとめることができる。（読むことウ） ③ 指導計画 全５時間 （４）重点項目との関連       （５）授業の様子 ・「○○のために（言語活動），□□を読みとっていく」という課題を生徒に提示して，学習を進める。 ・単元を貫く言語活動を位置付け，毎時間の学習活動において 「自分は～考える。」という結論と，「理由は～からです。」という根拠を示して記述させる。 ・個とペア，グループの話し合い活動を設け，協同して課題解決をさせることで，つまずきの大きい生徒が主体的に参加できるようにする。 （６）検証（評価問題も含む）   「場面の展開の把握」では，時間的な推移と登場人物の心情を関連して考えさせる課題を設定したり，時間や場所，出来事を表に整理させたりする指導により，時間的推移を表す表現に対する読みの意識が高まった。（評価問題正解率93％） また，登場人物の視点を変えて文章を書き換えるという目的をもった学習活動（リライト）を行う中で，必要な表現に注目し，表現を根拠に文章を書く力が高まった。（評価問題正解率 95％）この時期の生徒には視点を変えて書くといった経験は乏しいが，「見られる側のいいぶん」など，単元の中で積極的にリライト文を指導することで書く力は高まっていくと考える。               

【算数科】 （１）指導上の課題         （２）学年（第４学年） （３）教科及び単元（題材）について ① 単元（題材）名  「変わり方をグラフに表そう（折れ線グラフ）」 ② 単元（題材）の目標    折れ線グラフから変化の特徴を読み取ったり，資料を折れ線グラフに表したりすることができる。 ③ 指導計画 全12時間 （４）重点項目との関連       （５）授業の様子（児童生徒の変容） ・変化の様子の違う３つのグラフの内，どのグラフが問題文に   ふさわしいのか，既習事項であるグラフの傾き方や縦軸や横軸の数値の関係を基に自力解決することができた。 ・自分の考えをペアや全体で説明し合い，考え合う活動を通して，数値に着目し関数的にグラフを見て問題解決できる児童 が増えた。 ・練り合い，まとめを行 った後の適用問題では， 96％の児童が正しいグ ラフを選択し，その理 由を言葉や数を使って 説明することができるようになった。 （６）検証（評価問題も含む）   検証問題では，問 題文に合う正しいグ ラフを選択できた児 童は，100％であった。 グラフを選択した理 由について，グラフ の変化の様子を傾き という用語を用いて 説明できた児童は29 ％，言葉と数を使っ て説明できた児童は 71％であった。これ らのことから第４学 年の折れ線グラフの 読み取りの目標達成 できたと考えられる。   

平成25年度「基礎・基本」定着状況調査中学校数 学の調査結果から，座標平面上にある点の意味の理解に課題があることが分かった。教材分析の結果，小学校４年時に学ぶ，「伴って変わる二つの数量関係の変化の特徴の読み取り」が本問題につながっていることが分かった。そこで，小学校段階で適切な指導を行うことで課題解決を図りたいと考えた。 
本単元では，折れ線グラフから読み取ることができる変化の特徴を，縦軸や横軸の数値や傾きを基に言葉や数，グラフを使って書いたり，説明し合ったりする活動を充実させることを通して，筋道を立てて考え相手に分かりやすく説明する力を付ける。 

平成26年度「基礎・基本」定着状況調査結果から，場面の展開に注意して読み，内容を理解することに課題があることが分かった。その原因として，文章を読みとる際に，場面の様子や移り変わりなど，展開に沿った読みの指導の工夫が十分でないためと考えた。 
・時間的推移や登場人物の心情などを表す言葉などを表にまとめさせ，小説の流れをつかませる。 ・特定の人物の視点で書かれた内容をその他の登場人物の視点に置き換えるリライト学習を取り入れる。その際に，叙述を基にリライトを行わせる。 

【リライト指導の際のヒントカード】 



【英語科】 （１）指導上の課題        （２）学年（第２学年） （３）教科及び単元（題材）について ① 単元（題材）名  「MY PROJECT5 将来の夢を語ろう」 ② 単元（題材）の目標  マッピングを基に50語以上でスピーチ原稿を書き，表    情やジェスチャーを交えながら話すことができる。 ③ 指導計画 全３時間 （４）重点項目との関連        （５）授業の様子（児童生徒の変容） ・個人で書いた英文を相互     でチェックする際，グル     ープの生徒と協同して課     題解決（ピア・フィード     バック）させることで，     生徒は主体的に活動に参  加できた。また，チェック  する評価項目の難易度に差  をつけることで，つまずき  の大きい生徒も意欲的に活動することができた。 ・相互評価を行うため，評価項目をもとにグループの生徒から評価を受けるだけでなく，他の生徒の文章も評価する。その後，再度個人で考えさせたときには，他の生徒が使用した文章等を活用したり自分の文章に加筆・修正を加えるなど，工夫して書くことができた。 （６）検証（評価問題も含む） 授業後すぐに実施した評価問題では通過率は92.0％であった。また，平成26年度「基礎・基本」定着状況調査では36.0％であった正答率が，調査問題実施時には70.2％と上昇した。 また，言語の使 用場面を設定し， 同様の活動を繰り 返し行うことで， まとまりのある一 定量の英文を場面 に応じて書くこと ができると考える。 

【授業づくりの基盤】 （１）具体的な取組内容 ・「向陽中学校区授業スタイル」を取り入れ，重点課題を意識した授業づくりを実践する。 ・「向陽中学校区授業チェックシート」を活用し，「向陽中学校区授業スタイル」にそった授業改善を行う。 ・平成26年度より「かかわり合いを通して他者の考えを共有させている」を授業づくり基盤に加え，チェックシートに新たに項目を追加し，児童生徒相互によるかかわり合いを意識した授業展開を行った。 ・学習規律の徹底と家庭学習の定着に重点をおいて取組を進めている。学習規律の徹底については，各校の生徒指導規程を可能な限り揃えたり，小中合同全教職員研修を実施したりするなど教職員の共通理解を図っている。 （２）児童生徒の変容         平成 24 年当初から継続して重点課題であった「自分の考えを，わかりやすく理由をつけて書いています。」についての肯定的回答の割合は，本事業開始時と比較すると，小学校で23.9P，中学校で 23.1P 増加している。今年度，授業づくりにおいて児童生徒同士による「かかわり合い」を取り入れたことによる成果と考えている。それに伴い，相手意識をもってわかりやすく説明しようとする態度が育成されたことにより，「自分と違う意見も受け入れながら，自分の考えをまとめて話しています。」に対する回答も向上した。                                                                                           

平成２６年度「基礎・基本」定着状況調査中学校英語の調査結果から，文と文のつながりなどに注意してまとまりのある一貫した文章を書くことに課題があることが分かった。話題の順序を考え，一貫性のある一定量の英文を書かせる指導が不十分であることが原因であると考えた。 
・自分で作成したスピーチ原稿を友達に修正してもらうというグループ活動を設定することで，読み手を意識した一貫性のある英文を書く意識を高める。 ・一貫性のある一定量の英文になっているかを自己評価，相互評価できるようにチェックリストを作成し，活用させる。 



４４４４    研究の成果と課題等研究の成果と課題等研究の成果と課題等研究の成果と課題等        ＜教科指導に係る結果＞＜教科指導に係る結果＞＜教科指導に係る結果＞＜教科指導に係る結果＞        □□□□平成平成平成平成22226666年度「基礎・基本」定着状況調査と調査問題の比較年度「基礎・基本」定着状況調査と調査問題の比較年度「基礎・基本」定着状況調査と調査問題の比較年度「基礎・基本」定着状況調査と調査問題の比較     【中学校２年生】 調査問題対象者人数 148人（   ）内は無解答率  「基礎・基本」H26.6月 調査問題 H26.12月 通過率 比較結果 通過率 30%未満 85%以上 通過率 30%未満 85%以上 国語科 78.5% (0.1%) 0.0% 44.7% 79.7%(0.4%) 0.7% 47.6% ＋1.2% 数学科 73.7% (0.3%) 0.7% 39.3% 80.2%(1.2%) 0.7% 51.4% ＋6.5% 英語科 87.1% (0.0%) 0.7% 71.3% 88.8%(0.1%) 0.0% 75.7% ＋1.7%   重点取組項目 H26.6月 H26.12月 国語科 根拠に基づいた考えの記述 66.0% 88.0% 数学科 筋道立てて考え表現 31.3% 52.7% 英語科 情報を基に英文を書く 79.3% 87.2%  【小学校５年生】調査問題対象者人数 193人  （   ）内は無解答率  「基礎・基本」H26.6月 調査問題 H26.12月 通過率 比較結果 通過率 30%未満 85%以上 通過率 30%未満 85%以上 国語科 77.7% (0.7%) 0.5% 39.2% 87.0% (1.1%) 0.0% 72.0% ＋9.3% 算数科 83.3% (0.5%) 0.0% 60.3% 87.7% (0.2%) 0.5% 72.7% ＋4.4%   重点取組項目 H26.6月 H26.12月 国語科 事例を挙げた記述 35.4% 69.9% 算数科 筋道立てて考え表現 59.8% 78.2% □□□□平成平成平成平成25252525年度「基礎・基本」定着状況調査と調査問題の比較年度「基礎・基本」定着状況調査と調査問題の比較年度「基礎・基本」定着状況調査と調査問題の比較年度「基礎・基本」定着状況調査と調査問題の比較     【中学校３年生】調査問題対象者人数 124人（   ）内は無解答率           【小学校６年生】調査問題対象者人数 173人 （   ）内は無解答率   「基礎・基本」H25.6月 調査問題 H26.12月 通過率 比較結果 通過率 30%未満 85%以上 通過率 30%未満 85%以上 国語科 76.4% (2.8%) 0.6% 30.4% 89.0% (0.5%) 0.6% 69.9% ＋12.6% 算数科 75.4% (1.0%) 1.2% 42.7% 93.9% (0.4%) 0.0% 86.7% ＋18.5%   重点取組項目 H25.6月 H26.12月 国語科 事例を挙げた記述 24.6% 70.5% 算数科 情報の整理と判断 57.9% 83.2% ＜生徒＜生徒＜生徒＜生徒指導に係る結果＞指導に係る結果＞指導に係る結果＞指導に係る結果＞    □生徒指導に係るアンケート結果□生徒指導に係るアンケート結果□生徒指導に係るアンケート結果□生徒指導に係るアンケート結果     □生徒指導上の諸問題に係る結果□生徒指導上の諸問題に係る結果□生徒指導上の諸問題に係る結果□生徒指導上の諸問題に係る結果   暴力行為発生件数 不登校児童生徒数 H23年度 H25年度 H23年度 H25年度 小学校 1 2 2 0 中学校 5 0 13 6 （１）主な成果        

・平成26年度「基礎・基本」定着状況調査と12月に実施した調査問題の結果を比較すると，小学校５，６年生，中学校２，３年生とも，すべての教科で通過率が向上した。また，通過率８５%以上の児童生徒の割合が，すべての学年，すべての教科で増加した。  ・重点取組項目として設定した問題の通過率が,すべての学年,    すべての教科において向上した。特に,平成２５，２６年度 重点取組項目である“記述”問題に対する通過率の伸びが顕 著であった。  ・小中学校ともに不登校児童生徒数が減少した。  ・生徒指導アンケートから,重点課題に対する項目の数値 が概ね向上した。 ・すべての研究授業で「向陽中学校区授業スタイル」に もとづいた授業提案を行った。小・中学校の授業展開に 統一性をもたせることで，学習面における中1ギャップ の解消につながった。 ・教職員アンケートでは「自分の授業力の向上に役立った」「学校全体の授業力の向上につながった」という項目に対する肯定的回答の割合がいずれも 100%であった。中学校区の全教職員が，同じ目標をもち，共通の授業スタイルを取り入れて実践したことによる成果である。 「小中学校のつながりが見え，それを踏まえて小学校で行わなければならないことが明確になった。」，「小学校の研究授業に参加し，授業づくりについての多くの手立てを学んだ。」という意見が数多くあった。          【ペアトークの様子】     【授業の様子】 （２）課題 ・平成 26 年度「基礎・基本」定着状況調査と調査問題を比較した際，通過率 30％未満の児童生徒の割合が増えた学年がある。 ・小中学校の授業交流を行うことで,互いの良い点をさらに伸ばし,よくない点については補うようになってきたが,教科間の連携が十分図れていない。 ・ペア学習や班学習などを取り入れたかかわり合いのある授業づくりをするようになってきたが，全ての児童生徒が意欲的に取り組むまでには至っていない。 （３）今後の改善方策等 ・個に応じた指導を充実させるための授業中の支援（説明シート等）を充実させるとともに，授業外での支援を行う。 ・「基礎・基本」定着状況調査の分析結果を全教職員で共有し,課題となる問題がどの学年で扱われているかを細かく分析し,追跡対象外学年も当事者意識をもち授業改善を行う。教科に係る交流の場の設定について検討する。 ・かかわり合いのある授業づくりを全教科で取り組むとともに，児童生徒が意欲的に学習活動に取り組むために，課題を精選したり，発問を明確にしたりする等の改善を図っていく。日頃の授業における授業改善につなげる。 
アンケート重点取組項目 小学校 中学校 H24.9月 H26.12月 H24.9月 H26.12月 次の授業の準備をして休憩している。 78.4% 87.0% 81.9% 93.7% 家で，宿題に毎日取り組んでいる。 54.3% 97.6% 56.9% 91.3% 

 「基礎・基本」H25.6月 調査問題 H26.12月 通過率 比較結果 通過率 30%未満 85%以上 通過率 30%未満 85%以上 国語科 72.7% (0.8%) 1.6% 29.0% 85.7% (0.4%) 0.0% 54.8% ＋13.0% 数学科 77.6% (0.6%) 1.6% 44.4% 88.0% (0.6%) 0.0% 72.6% ＋10.4% 英語科 81.3% (0.7%) 0.8% 54.8% 85.7%(0.9%) 1.6% 69.1% ＋4.4%   重点取組項目 H25.6月 H26.12月 国語科 根拠に基づいた考えの記述 32.3% 73.4% 数学科 筋道立てて考え説明 79.8% 90.3% 英語科 情報を基に英文を書く 58.1% 86.1% 

※ 対象者 小学校高学年，中学校全学年 


