
  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：三次：三次：三次：三次中学校区小中連携地域中学校区小中連携地域中学校区小中連携地域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    三次市立三次中学校三次市立三次中学校三次市立三次中学校三次市立三次中学校    ８８８８    １７１７１７１７３３３３    三次市立河内小学校三次市立河内小学校三次市立河内小学校三次市立河内小学校    ４４４４            ２６２６２６２６    三次市立三次小学校三次市立三次小学校三次市立三次小学校三次市立三次小学校    １７１７１７１７        ２９２２９２２９２２９２    （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年度広島県「基礎・基本」定着状況調査によると次のとおりである。 国語 各校共通して「理由や根拠に基づいた記述」について課題がある。小学校国語では「主述の関係」を問う設問が県平均通過率を21.7ポイント下回っている。中学校国語では，「読むこと」における設問７問のうち５問が県平均通過率を下回っている。 算数・数学 算数では，「伴って変わる数量」の設問が県平均通過率を20ポイント下回っている。数学では「一次方程式の立式」の設問で県平均通過率を20.4ポイント下回るなど，数学的な見方や考え方に課題がある。 中学校区の小学校，中学校ともに県平均通過率を下回っている。基礎的・基本的な内容の定着及び知識・技能の活用に関する指導が不十分である。 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 ①研究テーマ    児童生徒の思考力・判断力・表現力の育成    ～三次版「授業モデル」の活用・深化を通して～ 国語 論理的に思考し，表現する能力の育成  ～「読むこと」と「書くこと」の授業改善を通して～ 算数 見通しをもち筋道を立てて考え，表現する能力を高める算数科指導の工夫 数学 「数学的な表現力の育成」  ～事象の中から情報を読み取り，再構成する活動を通して～ ②研究のねらい 三次版「授業モデル」に基づいて指導方法を改善する。特に，具体的な「めあて」を設定し，聞くこと，書くことを中心とした指導やノートづくりに取り組むことで，児童生徒が，何を学んだのか自ら振り返ることができるよう指導する。  （２）取組の重点項目  【教科指導・生徒指導】  目指す姿 取組内容  授業のめあ てに基づき 考えを相互作用し合う ノートの書き方・指導 自己肯定感 小学校 低学年 １ 年 ・授業で身に付いた力を表現 ・話を集中して聞く ・話題に沿って話し合ったり，よいところを見つけて感想を伝え合ったりする ・めあてを書く場所，文字の書き方等の指導 ・評価を加えながら意図的に指名 ・聞く目的と視点の指導 ２年 中学年 ３年 ・身に付いた力を自分でノートに記述 ・共通点や相違点を考え，質問したり感想を述べたりする ・話の中心に気を付けて聞く ・友だちの意見をキーワードでまとめる ４年 高学年 ５年 ・考えを相互交流させ，高まった思考・相手の意図をとらえ，自分の意見と比較しながら考えをまとめる ・事実と意見の関係に注意して話す，聞く ・友だちの意見をキーワードでまとめたり，新６年 

中学校 １年 をノートに記述 たな考えを書き加えたりする  ２年 ・考えを相互交流させることで広がった自分の考えをノートに記述 ・相手の立場や考えの違いを踏まえて話したり聞いたりし，自分の考えを広げる ・意見を互いに読み合い，意見を述べたり助言をしたりして，自分の考えを広げる ・話の論理的な構成や展開に注意して話したり聞いたりする ・ノートに友だちの意見をキーワードでまとめたり，新たな考えを根拠を明確にして書き加えたりする ３年 【授業づくりの基盤】  目指す姿 取組内容 小学校 低 １年 ・大切なことを落とさないように聞く ・席に着くよう指導 ・立ち歩かないよう指導 ・発表を最後まで聞くよ 
 う指導 ２年 中 ３年 ・ことばの中心に気をつけて聞き，自分の考えと比べて聞く ・「ベル着」ができるよう指導 ４年 高 ５年 ・話し手の意図を捉えながら聞き，自分の考えと比較し，関連付けて聞く ６年 中学校 １年 ・ノーチャイムで行動できるよう指導 ２年 ・自分の考えと比較，分類，関連付け，因果を考えて聞く 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   ２量の数値変化から規則性を見つけさせ，キーワードを用いてノートに書かせる。書かせた自分の考えを友だちの考えと比較させながら，ペアやグループで交流させる。 ②つまずきの大きい児童生徒への具体的な取組 ・ドリルタイムを行い，基礎計算の習熟を図る。 ・算数用語（キーワード）をおさえながら，自分の考えを書かせる。【◆考えをもつ】 ・構造的な板書で，ノートづくりの支援をする。 

  ・考えを交流するために，ペア学習やグループ活動を意図的 に取り入れ，表や線分図等を指しながら自分の考えを説明し，他者の考えを聞くことにより，思考を深める。 【◆考えを相互作用し合う】   ・自分の考えと他者の考えの共通点と相違点に着目させ，合 理的（速い，簡単，正確）な方法を導き出す活動を設定する。【◆考えを相互作用し合う】 
・めあてに対応したまとめと振り返りにするために，算数用語（キーワード）を提示する。【◆考えを表現する】 ③小中が連携した具体的な取組 ・思考を深めるためのペア・グループ学習の場面を設定する。その際，交流の視点を明確にし，視点に沿った交流をさせることで，思考の深化を図る。  

中学校 ・評価を加えながら意図的に指名 ・聞く目的と視点の指導  

ノートの図や表を示しながら説明 自分の考えを全体に説明 

小学校第６学年 算数科 単元名「比例と反比例」 

黒板を３分割し，学習の流れを明確にすることで，ノートづくりの支援をする。 



  別紙様式１－１ 学力向上総合対策事業             中学校実践事例（国語）  ①重点項目との関連   友だちの意見を名前とともにノートに書き加えたり，キーワードでまとめたりすることで，自分の考えを広げる授業展開とする。 ②つまずきの大きい児童生徒への具体的な取組 ・国語の授業を，三次版授業モデルを基にパターン化することにより，取り組むことの見通しをもたせる。     ・発問や指示は簡潔で明確なものにする。    ・机間指導の中で，効果的なアナウンスと例示による具体的な指導をする。 ③小中が連携した具体的な取組    ・小学校，中学校とも抵抗なくペア学習を取り組めるよさをいかし，付けたい力等を明確にして授業に取り入れ，聞くことを意識させ，思考を深める。 ・座席表等を利用した意図的な指名により考えを広げ，学びの深まりを図る。 （２）検証 ①小学校実践事例（算数） 評価問題として，平成26年度広島県「基礎・基本」定着状況調査「タイプⅠ 数量関係」領域の類似問題を実施した。 問 題 通過率（％） 県通過率（％） 差（pt） (1)伴って変わる数量 100.0 93.1 ＋6.9 (2)伴って変わる数量 97.8 66.5 ＋31.3 【成果と課題（○：成果）】 ○同一集団における昨年度の通過率は，問題（１）60.0％，問題（２）22.2％であったが，授業改善などの取組により，ほとんどの児童が定着している。 ○考えを表や図などを活用し，算数用語を用いて説明する活動を入れることで，理解度が上がっている。 ②中学校実践事例（国語） ・文章の構成や展開，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をねらいとした評価問題を作成し，検証した。 【成果と課題（○：成果 ●：課題）】 ○通過率が52.7％で「基礎・基本」定着状況調査より3.6ポイント上回っている。 ○三次版「授業モデル」に基づき，読むことの指導を徹底することにより，目的をもった読み方が身に付きつつある。そのことにより，描写や登場人物の言動に着目して主題を考えながら読む力が付いてきている。 ●「基礎・基本」定着状況調査と比較すると，通過率は

上がっているが，正答率は低い。 【授業づくりの基盤】 （１）具体的な取組内容    学習環境を整えるための基本として，授業の開始時刻を大切にすることとした。中学校ではノーチャイムで行動できることを目標に，小学校低学年から，段階的な取組を重点項目取組表に整理し，指導の徹底を図った。 また，聞くことを授業づくりの重要な基盤と考え，ノートを活用したペア学習等，小集団での学習を授業に取り入れた。 （２）児童生徒の変容    同一の生徒に三次版「授業モデル」についてのアンケートを実施し，肯定的な評価の割合を比較した。結果，「考えをもつ」では2.75ポイント，「考えを相互作用させる」では2.75ポイント，「考えを表現する」では4.75ポイント上昇させることができた。 
    ４４４４    研究の研究の研究の研究の成果と課題等成果と課題等成果と課題等成果と課題等 （１）成果 ○小中連携を大切にした取組の基盤づくり ・キーワードを使いまとめをさせること，定着が不十分な学習に対する繰り返しの指導，付けたい力を明確にしたペア学習指導等を小中のそれぞれにおいて日常的な取組として行うことができた。 ○ペア学習 ・ノートに書いた自分の考えを相手に指し示しながら伝えるよう指導を行ったことで，相手を意識して，伝えようとする姿勢や聞こうとする姿勢が育った。 ○児童生徒の学力 ・「基礎・基本」定着状況調査において，平成26年度中学校２年生の通過率の経年比較では，国語，算数・数学いずれも，通過率60％以上の生徒の割合が増加し，通過率30％未満の生徒の割合が減少した。 〈平成26年度広島県「基礎・基本」定着状況調査：中学校２年生経年比較〉 割合（％） 通過率60％以上の割合 (％) 通過率30％未満の割合(％) Ｈ23 Ｈ26 Ｈ23 Ｈ26 国語 71.2 87.7 7.7 0.0 算数（Ｈ23） 数学（Ｈ26） 58.3 63.2 11.6 3.5 ・三次市学力到達度検査において，国語の平均通過率60％以上の児童生徒の割合を80％以上にすることができた。   〈平成26年度三次市学力到達度検査：小学校・中学校通過率平均〉  国語 (％) 算数・数学(％) 平均通過率60％以上の割合 80.1 67.3 ・調査問題においては，小学校国語及び算数の通過率が「基礎・基本」定着状況調査の結果を上回った。特に，国語科の授業において，学んだことを自分の

 正答 準正答 通過率 評価問題 47.3 5.4 52.7 「基礎・基本」定着状況調査 45.6 3.5 49.1 

他者の気付きを名前とともに書きとめ，考えを比較する。 中学校第２学年 国語科 単元名「印象に残った場面を伝え合おう きずなを読む 『盆土産』」 
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考えをもつ 考えを相互作用させる 考えを表現する
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考えをもつ  考えを相互作用し合う 考えを表現する 



  別紙様式１－１ 学力向上総合対策事業 ことばでまとめる活動を積極的に取り入れたことで，論旨の把握については，通過率が大きく伸びている。   〈平成26年度広島県「基礎・基本」定着状況調査と調査問題の比較：小学校国語・算数〉   「基礎・基本」(％) 調査問題 (％) 国語 68.2 83.8 算数 65.6 79.6 〈 平 成 26年 度 広 島 県 「 基礎 ・ 基 本 」 定着 状 況 調 査 ： 小 学 校 国 語〉  「基礎・基本」(％) 調査問題 (％) 段落相互の関係の把握 47.4 60.7 読むこと 52.6 53.2 漢字の読み 91.2 98.2 論旨の把握 35.1 73.2  （２）課題 ●学習規律 ・聞くことを授業づくりの基盤として取り組んできたが，学習規律が徹底しきれていないところがある。 ●思考の深まり ・意図的にペア学習を設定することで聞く姿勢は育ったが，思考を深めたり活性化させたりする手立てが充分ではない。 ●児童生徒の学力 ・全国学力・学習状況調査Ｂ問題の正答率において，全国平均値３ポイント以上という目標を達成することができなかった。 〈平成 26年全 国学力・学習状況調査：小学校・中学校〉      国語Ｂ問題正答率(％) 数学Ｂ問題正答率(％) 小学校 中学校区平均値 55.1 59.1 全国平均値 55.5 58.2 中学校 中学校平均値 45.9 55.6 全国平均値 51.0 59.8 ・平成26年度「基礎・基本」定着状況調査結果において，小学校国語では，自分の考えを基に理由を挙げて記述すること，中学校数学では，与えられた情報を活用して説明することに課題が見られた。 〈平成26年度広島県「基礎・基本」定着状況調査：小学校国語・算数〉   問 題 通過率（％） 県通過率（％） 差（pt） 小学校国語 ４(3) 書くこと 61.9 62.5 -0.6 中学校数学 10 数と式 21.1 31.2 -10.1 ・調査問題の結果と「基礎・基本」定着状況調査の結 果を比較すると，小学校算数において，特に，根拠 に基づいた考えの記述や累乗の計算，式の値につい て通過率が低かった。このことから，基礎的な式の決まりについての理解が不十分であることや基礎的な計算ができていないこと，根拠を基に自分の考えを述べたり書いたりする活動の充実が不十分であったことがわかる。 〈平成26年度広島県「基礎・基本」定着状況調査と調査問題の比較：小学校算数〉  「基礎・基本」(％) 調査問題(％) 根拠に基づいた考えの記述 49.1 39.3 小数の減法 100 94.6 四則の計算 93.0 83.9 累乗の計算 87.7 75.0 式の値 91.2 76.8  （３）今後の改善方策等   ○学習規律の徹底 

・学習規律の徹底が学区全体で図れているかについて，学期に１回小中連携協議会を開催し，学区共通の評価票を基に研究授業を実施し，課題を協議する。 ○系統的なペア学習の実施 ・根拠を明らかにさせながら，自分の考えを順序立てて説明する力を育てるために，比較や交流の視点をより明確にしたペア学習を，小中で系統的に仕組む。   


