
 別紙「報告資料」 事業名事業名事業名事業名：学力向上総合対策事：学力向上総合対策事：学力向上総合対策事：学力向上総合対策事業業業業    連携地域名：連携地域名：連携地域名：連携地域名：甲田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 級学 級学 級学 級 数数数数    児童生徒数児童生徒数児童生徒数児童生徒数    安芸高田市立安芸高田市立安芸高田市立安芸高田市立甲田中学校甲田中学校甲田中学校甲田中学校    ４４４４    １０９１０９１０９１０９    安芸高田市立安芸高田市立安芸高田市立安芸高田市立甲立小学校甲立小学校甲立小学校甲立小学校    ７７７７    ７４７４７４７４    安芸高田市立安芸高田市立安芸高田市立安芸高田市立小田小学校小田小学校小田小学校小田小学校    ９９９９    ５８５８５８５８    安芸高田市立安芸高田市立安芸高田市立安芸高田市立小田東小学校小田東小学校小田東小学校小田東小学校    ８８８８    ８７８７８７８７    （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25年度の事業実施計画書で設定した学力指標の甲田中学校区調査問題と意識調査の達成目標 ・正答率60％以上の生徒児童の割合を85％以上にする。 ・正答率30％未満の児童生徒の割合を０％にする。 ・主体的な学びに関する項目の肯定的回答が増える。  平成26年２月に実施した甲田中学校区調査問題の結果，学力指標を達成できた教科は小学校国語科のみで，その他の教科は目標を達成することができなかった。 平成25年度 甲田中学校区調査問題の結果（％）  小 国語科 小 算数科 中 国語科 中 数学科 中 英語科 60％以上 89.4 78.7 76.9 71.8 56.4 30％未満  2.1  2.1  2.6 20.5 18.0 平成26年２月に実施した甲田中学校区意識調査の結果，小学校は４項目のうち２項目，中学校では５項目のうち１項目のみの向上に留まっている。 平成25年度 甲田中学校区意識調査における 主体的な学びに関する項目の肯定的回答の推移（％） 項目        時期 H25 6月 H26 2月 増減 小国 好き･楽しみ 89.1  87.0 - 2.1 小算 好き･楽しみ 80.4  76.1 - 4.3 小   やりとげて 97.8 100.0 + 2.2 小   力つけたい 93.5  97.8 + 4.3 中国 好き･楽しみ 55.3  56.4 + 1.1 中数 好き･楽しみ 63.2  61.5 - 1.6 中英 好き･楽しみ 65.8  43.6 -22.2 中  やりとげて 94.7  84.6 -10.1 中  力つけたい 78.9  71.8 - 7.1  小中学校ともに，前回の調査よりも下降している項目が多く，特に主体的な学びに課題があると考える。このことに起因して，学力指標を達成できてなかったと考える。 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  研究テーマ  思考力・表現力を育てる授業づくり ～ 言語活動「書く活動」の充実を通して ～  研究のねらい  本研究では，思考力・表現力を育てる授業づくりに向けて，１年目は，「甲田中学校区授業モデル」を作成し，算数・数学科を中心に思考力・表現力を育てる授業展開の定着を図った。２年目は「甲田中学校区授業モデル」を各教科等へ広げながら，「書く活動」の質を高める取組をした。 授業では次の二点を観点として，学習指導案の「予想される児童生徒の反応」を充実させ，どのことば（キーワード）をどのように書いたかを見取り，評価の資料とした。 

① 「何を」「どのように」書かせるのか。 ② 「どのよう」に評価するのか。 また，本時のねらいを達成するために，生徒指導の三機能を生かした授業づくりを進めた。「甲田中学校区授業モデル」が定着した最終年度は，「基礎・基本」定着状況調査及び甲田中学校区調査問題等の結果を受け，個人思考１から個人思考２に至るまでの手立ての充実を図ることが必要であると考え，授業研究での参観の観点を，次の三点に設定した。 ① めあてが達成できたか。 ② 書く活動が自分の考えを整理するために有効であったか。 ③ 生徒指導の三機能を生かした授業づくりにより，児童生徒は主体的に学んだか。 授業研究では，参観者は個又は小グループの変容を見取り，授業後の研究協議会では，児童生徒の学びの事実から本時のめあてが達成できたかを協議し，授業改善を図っていった。 （２）取組の重点項目 【教科指導・生徒指導】 教科指導の重点項目を「理由や根拠を明確にして，自分の思いや考えを伝え合うことができる。」とした。目指す児童生徒の姿は，「甲田中学校区授業モデル」個人思考１→集団思考→個人思考２ のうち，主に個人思考１及び個人思考２で想定するそれぞれの「書く活動」に焦点を絞り，小中９か年を４段階に分けて，どのように書かせるのかについて示した。取組内容は積み上げ方式とし，指導は前段階までの取組を含むこととした。 学 年 取組内容 小学校 低学年１，２年 順序を示すことばを使って表現させる。 中学年３，４年 理由付けをさせる。 高学年５，６年 １年 視点を明確にして書いたり，具体例を挙げて表現させたりする。 中学校 ２，３年 根拠を明確にすることや関連付け・統合をして表現させる。  生徒指導の重点項目を「ありのままに自分を表現するとともに，互いを肯定的に認め合い，学び合うことができる。」とした。目指す児童生徒の姿は，生徒指導の三機能の共感的人間関係の育成を意識し，他者の考えとどのように向き合い,自分の意見に生かしていくかについて示している。取組内容は，全学年共通とした。 学 年 取組内容 小学校 低学年１，２年 ・多様な考えの出る場を設定する。 ・意図的な指名をする。 ・ネームプレート等で意思表示をさせる。 ・自分の考えと似ているところに線引きをさせしたり，新しい考えを書き加えさせたりする。 ・他者の考えのよさを交流させる。 中学年３，４年 高学年５，６年 １年 中学校 ２，３年 【授業づくりの基盤】 授業づくりの重点項目を「課題解決に向けて自ら進んで活動し，自分のことばで表現できる。」とした。目指す児童生徒の姿は，話し方や聞き方，発表の仕方を中心に，小中９か年を４段階に分けて示した。取組内容は積み上げ方式とし，指導は前段階までの取組を含むこととした。 学 年 取組内容 小学校 低学年１，２年 聴き方・話し方を徹底させる。（話型を提示する。） 中学年３，４年 ペアトークを充実させる。（話す視点を明確にする。） 高学年５，６年 １年 グループ学習を充実させる。（自分の考えと他者の考えとの共通点・相違点を明らかにする。） 中学校 ２，３年 ３３３３    実践事例実践事例実践事例実践事例    【教科指導・生徒指導】    （１）具体的な取組内容 ① 重点項目との関連 



 別紙「報告資料」 重点項目の取組表と関連性をもたせるために，「甲田中学校区授業モデル」をもとにした授業展開の趣旨をリーダー会で連携担当教員と確認し，各校で説明することで地域内への周知を図った。児童生徒の発達段階や教科・領域の特性に応じながら活用している。            ② つまずきの大きい児童生徒への具体的な取組 学習指導案に，予想される児童生徒の反応の記述，期待する児童生徒のまとめを想定し，明記した。これにより，つまずきの大きい児童生徒の反応を想定して授業を構想し，これらの児童生徒に対する支援を考え，準備することで，効果的な理解につなげることができた。この取組は，つまずきの大きい児童生徒の個人思考を支援することに加え，全体の学力向上に役立つと考える。 ３３３３    自力解決から集団解決へ自力解決から集団解決へ自力解決から集団解決へ自力解決から集団解決へ ○課題１を連立方程式で 解く。    ○分かっている数量と，求めたい数量を確認する。  ○個人で考える。  
     ◇何をどの文字式で置き換えたかを書くことと，最後の答えを文章で書くことを指示する。 ◇自分の考えをワークシートに書かせる。  ◆根拠となる文章が分からない生徒  には，書く活動1を振り返り，問題の中の数量に注目させる。 ◆①②の式が分からない生徒には，問題の中の分かっている数量が何かを考えさせる。 ◆連立方程式の立式を間違っている生徒には，書く活動1で文字式が何を表しているのかをもう一度考えさせる。 

 
③ 小中学校が連携した具体的な取組  一つ目は，学習指導案の事前検討の方法である。各校からアクセスできる共有フォルダーを作成し，フォルダー内に保存されている学習指導案を各教科部会（国語部会，算数・数学部会，外国語活動・英語部会）の部会員が閲覧して，事前に学習指導案検討を行い，疑問点や改善点等の気付きを授業者へ返すという流れで連携を図った。  二つ目は，「学力向上総合対策事業だより」の発行である。これを基に各校で部会員が他教科の部会員に説明を行うなどして，周知を図った。今年度は，特に研究協議会の改善を行っており，研究協議会で明らかになった成果と課題を伝え，小中学校ともに同じ課題意識をもって取り組めるようにした。  三つ目は，小中合同公開研究会の開催である。小中学校の公開授業，提案授業，取組内容の概要や取組の成果を発表した。今年度は，研究協議会の公開も行った。          

（２）検証 ○平成26年度の事業実施計画書で設定した学力指標の甲田中学校区調査問題と意識調査の達成目標 ・正答率60％以上の児童生徒の割合を85％にする。 ・正答率30％未満の児童生徒の割合を０％にする。 ・主体的な学びに関する項目の肯定的回答が増える。 平成26年度「基礎･基本」定着状況調査の結果（％）  小 国語科 小 算数科 中 国語科 中 数学科 中 英語科 60％以上 89.2 89.2 83.8 86.5 75.7 30％未満  4.2  2.4  2.7  5.4  5.4 重点項目の取組表の学力に関する目標のうち,「基礎･基本」定着状況調査で設定した学力指標を達成した教科は，小学校国語科と算数科，中学校数学科であった。 平成26年度「基礎･基本」定着状況調査質問紙における 主体的な学びに関する項目の肯定的回答の推移（％） 項目        年度 H26 H25 H24 H26－H24 小国 好き･楽しみ 72.5 89.1 55.9 +16.6 小算 好き･楽しみ 75.0 80.4 67.6 + 7.4 小   やりとげて 95.0 97.8 91.2 + 3.8 小   力つけたい 85.0 93.5 79.4 + 5.6 中国 好き･楽しみ 75.7 55.3 21.6 +54.1 中数 好き･楽しみ 73.0 63.2 24.3 +48.7 中英 好き･楽しみ 75.7 65.8 35.1 +40.6 中  やりとげて 91.9 94.7 89.2 + 2.7 中  力つけたい 83.8 78.9 86.5 - 2.7 平成24年度との比較においては,９項目のうち８項目が向上している。 【授業づくりの基盤】 （１）具体的な取組内容 授業づくりの重点項目である「課題解決に向けて自ら進んで活動し，自分のことばで表現できる。」については，主に集団思考の場で行うことが多いため，授業参観において，ペアやグループ活動の様子を担当となった参観者が見取り，授業後の研究協議会で児童生徒の具体を交流した。この交流では授業者には見えなかった児童生徒の様子を知ることができた。また，児童生徒の様子を根拠に効果的であった手立てや必要な手立てについての意見が出されることで，授業者だけでなく参観者にも授業改善への新たな視点をもたせることとなった。 （２）児童生徒の変容  児童生徒の振り返りの記述に変容が見られた。例えば，算数科において，「みんなと話すといろんな考えが出て面白かった。」「私も○○くんのようなひらめきをしたい。」など，集団の関わりにおける学びのよさに関する記述が増えている。 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）甲田中学校区調査問題による達成目標の到達状況 ○平成26年度の事業実施計画書で設定した学力指標の甲田中学校区調査問題と意識調査の達成目標  （平成27年2月9日実施）  ・正答率60％以上の児童生徒の割合を85％以上にする。  ・正答率30％未満の児童生徒の割合を0％にする。  ・主体的な学びに関する項目の肯定的回答が増える。 ○平成26年度甲田中学校区調査問題の平均通過率（％）  小５ 小６ 中２ 中３ 国語科 78.8 79.0 81.9 74.2 算数科・数学科 73.1 80.5 71.2 59.6 英語科   68.6 63.1   
 授業の様子を伝える。 

研究協議会で明らかになった 成果と課題を整理する。 
指導助言のポイント 

学力向上研究推進教員からの

 手立て ◆：つまずきの 大きい児童 生徒への 支援 

学力向上研究推進教員からの発信 

課題１の問題のりんごをx個，みかんをy 個買うとして，連立方程式をつくり解きなさい。 また，考え方も説明しなさい。 じっくり 考える 



 別紙「報告資料」 ○平成26年度甲田中学校区調査問題と意識調査の達成状況 平成26年度 甲田中学校区調査問題の結果（小学校）（％）  小５ 国語科 小５ 算数科 小６ 国語科 小６ 算数科 60％以上 92.392.392.392.3    76.9 99993333....3333    91919191.1.1.1.1    30％未満     0.00.00.00.0     7.7     0.00.00.00.0        0000....0000    ※太字太字太字太字が達成した数値 平成26年度 甲田中学校区調査問題の結果（中学校）（％）  中２   国語科 中２   数学科 中２   英語科 中３   国語科 中３   数学科 中３   英語科 60％以上 97.197.197.197.1    77.1 65.7 81.1 56.8 56.8 30％未満  2.9  8.6  5.7     0.00.00.00.0    18.9 16.2 ※太字太字太字太字が達成した数値 平成26年度 甲田中学校区意識調査における 主体的な学びに関する項目の肯定的回答の推移（％） 項目        時期 H27.2 事前 増減 ア 国語は好き 小５  66.7 85.0 -18.3 イ 算数は好き 小５  74.4 75.0 - 0.6 エ やりとげて 小５  84.6 95.0 -10.4 オ 力つけたい 小５     87.987.987.987.9    85.0 + + + + 2.92.92.92.9    ア 国語は好き 小６     88.988.988.988.9    80.9 + + + + 8.08.08.08.0    イ 算数は好き 小６     82.282.282.282.2    78.7 + + + + 3.53.53.53.5    エ やりとげて 小６ 100.0100.0100.0100.0    93.6 + + + + 6.46.46.46.4    オ 力つけたい 小６ 100.0100.0100.0100.0    93.6 + + + + 6.46.46.46.4    ア 国語は好き 中２  63.9 75.7 -11.8 イ 数学は好き 中２  69.4 73.0 - 3.6 ウ 英語は好き 中２  75.0 75.7 - 0.7 エ やりとげて 中２     94.494.494.494.4    91.9 + + + + 2.52.52.52.5    オ 力つけたい 中２  83.3 83.3  0.0 ア 国語は好き 中３  50.0 60.5 -10.5 イ 数学は好き 中３  68.4 81.6 -13.2 ウ 英語は好き 中３  50.0 60.5 -10.5 エ やりとげて 中３  76.3 94.7 -18.4 オ 力つけたい 中３  63.2 81.6 -18.4 ※事前の小５,中２はH26「基礎・基本」定着状況調査の数値，小６,中３はH26年６月に実施した甲田中学校区質問紙の数値 （２）調査問題の結果分析    ① 小学校第５学年国語科 ・取り上げた事実が，どのような理由で述べられているかについて的確に読み，その理由を要約する問題において，二つある理由のうち，どちらか一方しか解答していない児童が多く，通過率は28.2％と低かった。目的や意図などに応じて文章の内容を的確におさえながら要旨をとらえる取組をしていく必要がある。（読むこと） ・自分の考えについて，理由を明確にして書くことができるかをみる問題において，資料の一部分だけを使って意見をまとめたり，示された条件に合った形の文に意見をまとめたりすることができていない児童が多かった。資料から事実を読み取り，それらを関連付けて考える学習を仕組んでいく必要がある。（活用） ② 小学校第６学年国語科 ・二つの記事を結び付けながら読み，考えの根拠となる事実を両方から取り出したりまとめたりして書く問題の通過率は48.9％であった。片方の記事からのみ事実を取り出して考えをまとめている児童が多かったためである。資料から事実を読み取り，それらを関連付けて考える学習を仕組んでいく必要がある。（活用） ③ 小学校第５学年算数科 

・三つの数の四則計算での通過率が78.2％であった。計算の順序が正しくできていないための誤答が多かった。また，596の100分の１の大きさを小数で表すといった量を条件に合わせて変換する問題の通過率が69.2％と低いことから，位や数値の大きさの指導を再度しなくてはならない。（数と計算） ・およその面積を捉える問題の通過率が56.4％と低かった。量感を捉えることに課題があると考えられる。教室の面積の単位に㎝やｍを入れた誤答が多かった。量感を育てるために測定するものの単位や量を意識して指導していく必要がある。（量と測定） ・三角形の面積を求めるときの「高さ」を捉える問題の通過率が49.1％，三角定規を集めて作ったひし形になるわけを書く問題の通過率が33.3％であった。このことは図形の性質や定義の定着が不十分であると考える。辺の長さや対角線の交わり方などに目を向けさせる指導をしていく必要がある。（図形） ・直方体の高さと体積を表す表から，高さと体積を表す式に表す問題の通過率が57.7％であった。体積は「面積×高さ」で求めるということや，伴って変わる二つの数量の表の読み取り方の定着が不十分であると考える。また，○や□などを使って式を表すことにも課題がある。（数量関係） ・活用問題では，「基礎・基本」定着状況調査より少し結果が上昇した。必要な条件を問題文から読み取ったり，選んだりする内容を授業で仕組んできた成果と考える。今後も継続して授業で取り組んでいき，さらに説明するときに式とことばを適切に使って書くことができる力を付けていきたい。（活用） ④ 小学校第６学年算数科 ・小数×小数や三つの数の入った四則計算の通過率は73.3％と低い。小数点の付け方での誤答が多いことから，位をそろえて計算することや計算の順序を正しくすることを指導していく必要がある。（数と計算） ・問題文から，何がもととなる数で，比べられる数なのか読み取ることができていないため，どちらのテープが長いのか短いのかといったイメージをもちにくいと考えられる。授業の中で，整数や小数の乗法の意味の「基準にする大きさ×割合＝割合に当たる大きさ」の問題文を線分図や数直線に表す活動を取り入れて，関係を捉えることができるようにしていく必要がある。（量と測定） ・三角形の面積を求めるときの「高さ」になる長さを捉える問題の通過率が55.6％であった。図形の性質や定義の定着が不十分であると考える。（図形） ・伴って変わる二つの数量の関係を表から見付けたり，数量の関係を式で表したりする力が付いてきているといえる。（数量関係） ・条件に合うものを資料から読み取り，選ぶ問題の通過率は80.0％を超えている。しかし，条件に合うものを選び，その理由を書く問題の通過率が62.2％であった。また，必要な重さを求めるために，式とことばを適切に使って記述する問題の通過率が57.8％であった。条件に合う理由を明確にすることやどのようにして答えを求めたかを説明する際，必要な式とことばで簡潔に書いたり，話したりする指導を継続していくことが必要である。（活用） ⑤ 中学校第２学年国語科 ・自分の意見をはっきりさせて文章に書くことができるようになってきたが，無答が１割弱ある。最初から手を付けない生徒に対しては，日頃から少量でも自分の意見を書かせる指導が必要



 別紙「報告資料」 であると考える。（書くこと） ⑥ 中学校第３学年国語科 ・文頭に「ですが」や「なので」等適切に文体が使用されていない文章がみられる。無答が，７人であった。普段の授業の中で，文体等適切に使用していない生徒が見られた際には，その都度丁寧に注意を促していく必要がある。（書くこと） ・無答が６人，上記以外の解答が７人であった。提示をもとに自分の意見をもち文章にする問題では，文章の量やテーマに沿うことはできているが，根拠と記述の整合性がない文章が誤答となっている。二つ以上の資料から必要な情報を取り出し，手順を踏んで推敲し，文章を書く学習が必要である。（活用） ⑦ 中学校第２学年数学科 ・規則性を見付け文字式に表す問題において，「基礎・基本」定着状況調査の通過率は70.3％，無答率は2.7％であったが，甲田中学校区調査問題の通過率は60.0％，無答率は8.6％であった。「基礎・基本」定着状況調査では，考え方の式が書いてあったため考えやすかったが，調査問題では自分で規則性を見付けて文字式に表す問題であったため考えにくかったと考えられる。自分の考えを説明させる場面を増やし，規則性を見付けるための方法を指導していく必要がある。（関係を文字式で表す問題） ⑧ 中学校第３学年数学科 ・グラフから関係を読み取り説明する問題において，全国学力・学習状況調査における同様の問題と比較した際に，通過率が上昇している。これは，関数の事象を的確に捉え，まずは自分の考えを書く活動を授業で取り入れ，根拠を明確にし，説明する場面を設定し理解を深める授業を行った成果であると考えられる。しかし，無答率が高いので，意欲の向上を図るよう授業を工夫していく必要がある。（関数） ・甲田中学校区調査問題の正の数と負の数の説明では，通過率は低くないが無答率が24.3％と高かった。具体的な数を例にあげて説明しなければならないことに苦手意識をもっていることが考えられる。計算方法は分かっているので，説明を書く場面を増やして自信を付けさせていく。（事柄が成り立つ理由を示させた方針に基づいて説明する問題） ・文字式の説明問題で，計算まではできているが，その後の説明の内容が不十分である生徒が多かった。全国学力・学習状況調査の説明問題は穴埋めであったため，無解答率は低かった。抜けてはいけない単語が抜けてしまっていたので，書かなければならない内容の意味を理解しながら問題を解き，書く活動を増やしていく必要がある。（事柄が成り立つ理由を示させた方針に基づいて説明する問題） ・無解答・無答率が高く，証明問題に対する苦手意識があることが分かる。合同条件を選ぶ問題では正答・通過率が高いことから，証明の筋道を読み取ることができれば証明を完成することができるので，様々な問題に取り組ませていき，証明の流れをつかませていく必要がある。（合同の証明） ・確率の意味は理解できているが，樹形図などを利用して確率を求める問題は通過率が低く無答率が高くなっている。特に，三つの事象の確率になると確率が読み取りにくくなり，甲田中学校区調査問題の通過率は21.6％であった。樹形図を用いて一つ一つ数えて確率を求めていく技能の定着を図っていく。（確率） ⑨ 中学校第２学年英語科 ・「基本的な文のきまりを理解した作文」においては，主語と述語の正しい語順まではできているものの，通過率は57.1％であった。今後の指導にあたっては，正しい語順や

語法を用いて文を構成することや「語と語のつながり」を意識させるとともに，語の配列や修飾関係などの特徴を日本語との対比で捉えて指導を行うことも有効であると考えられる。（書くこと） ⑩ 中学校第３学年英語科 ・昨年度の「基礎・基本」定着状況調査(現第３学年対象)において，「基本的な文のきまりを理解した作文」及び「資料や情報をもとに，自分の考えを伝える英文を書くこと」の設問の通過率が県平均を下回るなど，課題があった。また，その設問に対して，無答率が全体の32.0％いたことも，県平均を下回ったことの要因となっている。今回の甲田中学校区調査問題においても同様の設問の平均通過率が35.8％であった。無回答であった生徒の多くは，英語科の学習に対する意欲がほとんどなく，語彙力も著しく不足している。これらのことから，第１学年時から生徒指導の三機能を意識しながら，学習に対する意欲を持続させるとともに，基本的な語句，表現などの確実な定着を図る取組を継続することが肝要である。（書くこと） ⑪小学校質問紙      各教科における「書くこと」に係る 質問紙の肯定的評価の割合（％）  第5学年 第6学年  H26.6 H27.2 H26.6 H27.2 国語の授業では，伝えたいことの中心をはっきりさせて組み立てを考えて文章を書く。 62.5 74.4 70.2 91.1 国語の授業では，目的に応じて資料を読み，自分の考えを書いたり話したりする。 70.0 84.6 80.9 82.2 算数の授業では，考え方やとき方を絵や図に表したりまとめたりしている。 80.0 76.9 74.5 86.7  ・書くことを取り入れた授業を仕組み，書くことを通して自分の考えを整理していく経験を積んでいく中で，考えたことを絵や図，ことばにして表現できる力の伸びを児童自身が感じるようになった。 ・「書く活動」を取り入れて自分の考えをもたせることや，視点を明確にした集団解決の過程の充実によって，自分の考えをもって友だちの考えを比較しながら聞こうとする態度が身に付いてきた。 ⑫ 中学校質問紙 各教科における「書くこと」に係る 質問紙の肯定的評価の割合（％）  第2学年 第3学年  H26.6 H27.2 H26.6 H27.2 国語の授業では，伝えたいことの中心をはっきりさせて組み立てを考えて文章を書く。 67.6 82.9 76.3 71.1 国語の授業では，目的に応じて資料を読み，自分の考えを書いたり話したりする。 78.4 82.9 76.3 71.1  



 別紙「報告資料」   第2学年 第3学年  H26.6 H27.2 H26.6 H27.2 数学の授業では，解き方や考え方の説明を書いている。 78.4 85.7 73.7 63.2 英語の授業では，文章を書くときは，考えや気持ちが伝わるように書いている。 70.3 77.1 71.1 68.4 英語の授業では，考えや気持ちが伝わるように１文を正しく書くとともに文のつながりに注意して書いている。 75.7 88.6 76.3 71.1  ・第２学年において，「書く活動」を取り入れて授業を行うことにより，「書くこと」に関する設問の肯定的評価の数値が上昇している。 ・第３学年では，すべての項目で数値が下がっている。「書く活動」個人思考１から個人思考２へ導く集団思考の中など，あらゆる場面での発問の際に，理由を問う場面を仕組んだり，またそれに対して質問させたりする手立てを意識した授業改善を行っていく必要がある。 （３）成果 ・平成26年度「基礎・基本」定着状況調査の児童生徒質問紙の「授業はよく分かります。」の項目について，肯定的評価が，小学校国語85.0％，中学校国語86.5％，小学校算数85.0％，中学校数学86.5％，中学校英語89.2％であった。「甲田中学校区授業モデル」の普及や研究協議会の改善により，各教科等の授業改善が進んでいる。 ・質問紙において，書くことに関する項目の結果から，「基礎・基本」定着状況調査と比較して，甲田中学校区調査問題の方が肯定的評価が伸びている項目が多い。「書く活動」を中心に取り組んできたことで，書くことに対して伸びを感じている児童生徒が増えたと考える。 ・児童生徒の学習に臨む姿勢が前向きになっている。 （４）課題 ・平成26年度「基礎・基本」定着状況調査の分析結果から，【国語】「根拠に基づいた考えの記述」（中学校），「理由を挙げた記述」（小学校）の通過率が低い。【算数・数学】「問題解決の構想と結果の振り返り」（中学校），「自分の考えや解決方法を筋道立てて説明」（小学校）の通過率が低い。 説明したり根拠を述べたりする問題に課題がある。 ・「書く活動」において児童生徒が書く文章量は増えている。しかし，思考の変化の過程が記されている記述になっていない児童生徒もいる。 ・甲田中学校区調査問題の分析結果から，国語科，算数・数学科ともに小学校，中学校で同じ内容の問題に課題がある。 ・甲田中学校区調査問題において，「基礎・基本」定着状況調査より数値が下降している学年は，生徒指導上の課題が出ている。 ・中学校においては，学習の難易度があがってきたことにより，内容が理解できず，学習意欲をなくしている生徒がいる。 （５）今後の改善方策等 ・各授業において｢目指す児童生徒の姿｣を明確にし，思考や書く

ための視点や手立てを提示することによって，複数の解決方法や説明の方法を身に付けさせ，思考力・表現力を高めていきたい。 ・「書く活動」において，ただ書かせるのではなく，思考を整理したり，聞き手に分かりやすく表現したりするために書くということを指導者が意識するとともに，児童生徒にも意識させる取組を進める必要がある。また，書く内容のポイントやキーワードを示していく取組も進める。 ・国語科，算数・数学科の課題がある内容の問題に対して，小学校と中学校が連携して一貫した指導ができるようにする。 ・今後も小中合同での授業研究を進め，特に生徒指導の三機能を生かした授業づくりについて協議し，指導方法を共有化していく。 ・今年度，授業参観や研究協議会の方法を，児童生徒の様子を中心とした視点で進めていった。来年度も引き続き行い，つまずきの大きい児童生徒は，どこでつまずいているのか，丁寧に見取ることで授業改善をはかる。 ・家庭学習に主体的に取り組めるように，授業と家庭学習をつなぐ課題や復習の課題を考え，実施していく。 


