
 別紙様式１－１ 学力向上総合対策事業 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：大野中学校区小中連携地域大野中学校区小中連携地域大野中学校区小中連携地域大野中学校区小中連携地域    連携連携連携連携地域を構成する学校地域を構成する学校地域を構成する学校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    児童児童児童児童生徒数生徒数生徒数生徒数    廿日市市立大野西小学校廿日市市立大野西小学校廿日市市立大野西小学校廿日市市立大野西小学校    ２２２２２２２２    ５８５８５８５８９９９９    廿日市市立大野中学校廿日市市立大野中学校廿日市市立大野中学校廿日市市立大野中学校    １０１０１０１０    ２８４２８４２８４２８４    （H26.11.1現在で記入）    １１１１    指導上の課題指導上の課題指導上の課題指導上の課題    【平成24年度「基礎・基本」定着状況調査より】 ○国語の通過率 設 問 通過率 県平均 段落相互の関係の把握（小） 61.4 61.8 段落相互の関係の把握（中） 29.0 51.5 ○算数・数学の通過率 設 問 通過率 県平均 伴って変わる数量  （小） 46.5 44.1 関係を文字式で表す （中） 31.2 49.7 ○英語の通過率 設 問 通過率 県平均 適切な語を用いた会話文の組立て 8.6 37.2 国語：「読むこと」「書くこと」  ・文章全体を大きなまとまりとして読み，根拠となる事実を文章から取り出すこと。  ・叙述に即して文章全体を読みとること。 算数・数学：「数と式」  ・いろいろな数量関係を，文字を使った式に表すことと読みとること。 英語：「読むこと」「書くこと」     ・主語と動詞の関係や動詞の使い分け等の文構造を理解して適切な語を選択したり，正確な一文を書いたりすること。     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 「学習意欲の向上と思考力・判断力・表現力の育成をめざした授業の創造 －『交流』のある授業づくりを通して－」 ②研究のねらい  どの教科においても共通している課題は，「読むこと」「書くこと」であり，与えられた情報から思考・判断し，話す・書く等の表現する力を付ける必要がある。そのためには，「交流」場面を取り入れ，提示された視点について，自分が理解していることや考えていることを視点に沿って相手に伝える場面が必要であると考える。「交流」が機能するよう，思考過程を整理する思考ツール等を活用したり，話型・書型を示したりしながら一人一人が自分の考えを自信を持って表現できるような手立てを効果的に取り入れる。「交流」を通して，自分の考えに修正や加筆を行い，最終的にはどの生徒も「めあて」に応じた「振り返り」を自分の言葉で書いて表現できることをめざして研究テーマを設定した。  （２）取組の重点項目                

【教科指導・生徒指導】 ○授業の「めあて」「交流」「振り返り」の整合性を図り，授業の成果を児童・生徒に自覚させる。  ○授業の中心は児童・生徒が考えを交流する場面とし，「交流」の定義を次のように決定した。 ・めあてを達成するための手立てである。 ・根拠や理由を付けて話したり書いたりする活動である。 ・聞き手は，視点に沿って評価（フィードバック）す  る活動である。 ・学習形態（ペア，グループ，全体）にはとらわれない。 【授業づくりの基盤】 ○小・中共通して学習規律のＡ（挨拶）Ｂ（着ベル）Ｃ（服装）Ｄ（聞く・話す時の相手意識）のうち，特にＤを中心に取組を進める。      ３３３３    実践事例実践事例実践事例実践事例 （１）小中一貫した「大野まなび」のモデル                   （２）具体的な取組  ①「めあて」「交流」「振り返り」の定義付け 「めあて」 教師が１時間の授業で学習させたいこと（本時の目標）を， 児童生徒に見通しを もたせるために示すもの。  ＊児童生徒に１時間で何をすれば（できれば）よいのかがわかる，振り返り可能な表現にする。  「交流」     前述のとおり。  「振り返り」     めあてに対応したまとめ→毎時間行うこと。  ＊学習方法や態度・意欲・他者との関わり等に関する振り返り →必要に応じて行うこと。 ②「交流」の具体的な手立て 「ピア・フィードバック」   ・交流のポイントを明示する。 ・ポイントに沿って話したり聞いたりする。  「思考ツール」     ・全員が自分の考えをもち，説明（発表）できるだけの状態にさせるための手立てである。  例１：「なぜなぜシート」   例２：「ピラミッドシート」              

 

   



 別紙様式１－１ 学力向上総合対策事業 ③「大野やりきり１００」の実施 ○基礎的・基本的な問題を抽出  ○全員が６０％以上になるまで１００％やりきること  小学校 中学校 対 象 4・5・6年 全学年 教 科 国語・算数 国語，社会，数学，理科，英語 実施回数 年間３回 年間３回 ④家庭学習「自主学ノート」  小学校 中学校 対 象 全学年 全学年 課題日 1年→自主的  2年→2週間に１回程度 3・4年→週末 5・6年→毎日 毎日 分 量 １ページ以上 １ページ以上  （３）授業の実際（小学校第４学年 ［算数］） ①指導上の課題 
 図形の学習において，およその面積を量感としてつかむことと， 既習事項を活用し複合図形の面積を求めることが課題であった。  課題解決に向け，自分の考えを説明することに苦手意識をもって いる児童も多く，解決の見通しをもつ活動や，自分の考えを筋道 を立てて説明する活動が不十分であったと考えられる。 ②教科及び単元について 単元名「面積」（B１（１）イ） ③単元の目標   実際測定する活動を通して面積の大きさの感覚をつかんだり，正方形や長方形の公式をもとにして複合図形の面積を求め，求め方を筋道を立てて説明したりすることをねらいとしている。                 ④重点項目との関連  既習事項を掲示し問題解決時の思考の根拠や理由とさせ ると共に，交流時の視点を明示することで学び合いを深 めさせる。   ⑤「交流」場面の具体的な手立て 解決方法について検討し合い，類型化したり共通点を見つけさせたりする。交流活動を通し，複合図形の面積の求積時には，長方形を見つけて考えるとよいことに気付かせる。          

                           ⑥小中連携の視点 ・「めあて」「交流」「まとめ・ふりかえり」のある授業づくりを行い，学び方を児童に意識させることにより主体的な学びへとつなげる。 ・「既習事項を活用することで課題解決できる」こと，つまり見通しをもつ「つかむ」「めあてをもつ」場面を大切にする。 ・「思考ツール」を使い，一人一人に自分の考えをもたせ説明する場面を仕組む。 ・算数用語や本時のキーワードを使い，説明させたりまとめを書かせたりする。 ・「交流の視点」を明示することで，交流をめあてを達成するための意義あるものとして位置付ける。 ⑦検証  検証問題・単元末テスト     ⑧考察 ○単元末テストにおいて正答率８０％以上の児童が８０％，特に「数学的な考え方」の項目においては正答率８０％以上の児童が１００％と，考えようとする意欲や筋道を立てて考えることに成果が見られた。また，検証問題においては，正しく２通りの方法で求めることができた児童は８７％という結果であった。既習事項を活用すれば複合図形の面積を求めることができることや，いろいろな方法で求積できることを学習を通して学んだと考える。 ●正答できなかった児童は，補助線を描き長方形に分割したり大きな長方形に見立てたりすることはできていたが，その後その長方形同士をあわせるのかひくのか見取ることができていなかった。量の概念に課題があると思われる。また，学習後しばらくたってから同様の問題を行うと，公式を忘れてしまっている児童もいたことから，定着を図るためには，復習を繰り返し行うことも今後必要である。   

 

 
 

交流の視点交流の視点交流の視点交流の視点    ①自分が線など描き込んだ図形を用いて説明する。 ②正方形や長方形の面積の公式を使いながら説明する。 ③自分の考えと比べながら，友だちの考えを聞く。 ④考えを類型化しながら聞く。 

検証問題    Ｌ字型（反対向き）面積を２通り以上の         方法で解きましょう。  



 別紙様式１－１ 学力向上総合対策事業 （３）児童・生徒の変容（「基礎・基本」定着状況調査結果）   ①教科全体について  H24通過率 H26通過率 本校 広島県 本校 広島県 小学校 国語 78.1 75.8 70.7 71.8 中学校 国語 79.8 81.0 71.0 73.7 小学校 算数 79.0 75.0 88.0 78.0 中学校 数学 69.1 74.1 61.6 70.2 中学校 英語 60.2 74.2 79.7 68.2 ・算数，英語については，平成24年度の通過率から10ポイント前後伸び，県平均を大幅に上回った。 ・小学校，中学校の国語は平成26年度は県平均値に近いものの，共に上回ることができていない。 ・中学校の数学についても県平均に達することができず，通過率の伸び悩みが見られる。 ②課題の設問について 【国 語】 設 問 H24.6月 通過率 H26.6月 通過率 H27.1月 通過率 本 校 広島県 本 校 広島県    本 校 段落相互の関係の把握（小） 61.4 61.8 33.7 39.6 99.0 段落相互の関係の把握（中） 29.0 51.5 59.1 60.3 68.0 【算数・数学】 設 問 H24.6月 通過率 H26.6月 通過率 H27.1月 通過率 本 校 広島県 本 校 広島県    本 校    伴って変わる数量 （小） 46.5 44.1 84.2 66.5 88.0 関係を文字式で表す（中） 31.2 49.7 51.1 70.9 83.0 【英 語】 設 問 H24.6月 通過率 H26.6月 通過率 H27.1月 通過率 本 校 広島県 本 校 広島県    本 校    適切な語を用いた 会話文の組立て 8.6 37.2 84.1 56.0 84.7 ・算数，英語は平成26年度には県平均を15ポイント以上通過率が伸びている。 ・中学校国語においては平成24年度の本校と県平均との差が20%以上あったが，平成26年度にはほぼ県平均と同等の数値になっている。  ③30％未満の推移について                        ・小学校国語，算数，中学校数学，英語の通過率30%未満の児童・生徒の割合が減少し，算数・英語については0%であった。 

④質問項目「授業の中で学んだことの振り返りをしている」について            ・算数・英語において，授業の中で学んだことの振り返りをしていると回答した児童・生徒の割合が、前年度と比較して伸びており，さらに県平均を大幅に上回っている。 ⑤自己肯定感について             ・小学校については概ね県平均をこえているため中学校の結果を掲載した。ほぼ県平均に達する数値まで上昇している。     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    （１）成果 ・算数・英語について通過率が県平均を大きく上回っていることや30％未満の児童・生徒の割合が０%になったことは成果といえる。算数・英語に共通した調査結果で着目したい質問項目は「授業の中で学んだことの振り返りをしている」であり，肯定的な回答をした児童・生徒の割合が多いことが挙げられる。このことから，授業で学んだことを児童・生徒の言葉で表現させることが学力の定着に関連していると考えられる。 ・自己肯定感については，小学校は県平均を上回り，中学校においてもほぼ県平均の数値に上昇している。連動するように，自己有用感についても昨年度から10％以上上昇しており，ほぼ県平均に達している。めあての達成のために，思考ツール等を活用し個人思考させる自己決定の場を与えること，思考したことを交流させお互いに認め合い学び合うことで共感できる場を与えること，交流を通して一人一人に学ぶ楽しさや「わかった，できた。」という達成感を味わわせること，これらを取り入れた授業を積み重ねることが「自己肯定感」「自己有用感」を育むことにつながるのではないかととらえている。 （２）課題 ・課題のある教科・設問について，県平均を上回ることができておらず，重点的な取組が必要である。 ・振り返りを児童・生徒の言葉で表現させることについては定着しつつあるが，全教科において振り返りの時間が十分確保できていない授業展開になることがある。 ・説明の仕方については話型を活用する等の手立ての工夫はなされているが，内容の吟味までは十分できていない。交流後，自分が表現したものについて付加・修正する場を設け指導する必要がある。 （３）今後の改善方策等 ・３学期に実施した授業の中で「めあて」「振り返り」が連動した良い例を各授業者から挙がったものを表にして提示する。 ・めあての達成のための発問，思考ツールの工夫改善を行う。 ・授業と家庭学習が連動するよう，授業展開や家庭学習内容 の見直しを行う。 

 

   
県平均を100として換算 

 
 


