
 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：総領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    庄原市立総領中学校 ４ 43 庄原市立総領小学校 ７ 72 （H26.11.1現在）    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「基礎・基本」定着状況調査結果（６月実施）】  通過率60%以上の割合(%) 通過率30%未満の割合(%) 教科全体平均通過率(％)（県平均との差） 国語 算数・数学 国語 算数・数学 国語 算数・数学 小５ 76.5 82.4 0.0 0.0 77.5(+ 7.4) 75.4(+ 5.6) 中２ 100.0 100.0 0.0 0.0 82.2(+10.5) 79.7(+10.7)  【平成25年度調査問題結果（12月実施）】  通過率60%以上の割合(%) 通過率30%未満の割合(%) 国語 算数・数学 国語 算数・数学 小５ 94.0 100.0 0.0 0.0 小６ 94.0 100.0 0.0 0.0 中２ 100.0 50.0 0.0 0.0 中３ 100.0 53.8 0.0 23.0   12月に実施した調査問題では，「基礎・基本」定着状況調査と比べて，通過率60％以上の児童生徒の割合は，小学校国語・算数においては改善し，目標を達成したが，中学校数学では目標を大きく下回った。  児童生徒質問紙調査の結果をみると，重点項目である「思考を深めるノートづくり」に関する質問(※１)に対する肯定的評価が，各学年で72.0～100.0％であり，６月調査時より最大21.7ポイント上昇している。また，「『聞く』力の育成」に関する質問(※２)に対する肯定的評価が各学年で84.0～94.7％であり，６月調査時より最大5.8ポイント上昇している。これらのことから，児童生徒のノートづくりや「聞くこと」への意識は高まっていると言えるが，小学校５・６年生と中学校１年生では肯定的評価の割合が低い。 ※１ 小学校低学年「じぶんのおもったことをかいています」，中学年「自分の思ったことや考えたことを書いています」，高学年と中学校１年生「友だちの考えと比較し，よさを取り入れた自分の考えを書いています」，中学校２・３年生「友だちの考えと比較し，はじめの考えより深まった自分の考えを書いています」 ※２ 小学校低学年「だいじなことをおとさずにさいごまできいています」，中学年「自分の考えをもちながら話を最後まで聞き，反応しています」，高学年と中学校１年生「自分の考えと比較しながら，最後まで聞き感想を言っています」，中学校２・３年生「友だちの考えに対する質問や自分の考えを言っています」     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 人とのかかわりの中で，自ら考え，表現し，学び合う児童生徒の育成 ～自己存在感を与える場の工夫を通して～ ② 研究のねらい 次の２点の仮説を立て研究を行うこととした。    ア 思考を深めるノートづくり 思考の流れを重視したノートづくりを行えば，思考力を高めることができるであろう。  イ 「聞く」力の育成 話し合い活動を工夫し聞く力を育成すれば，表現力や自己存在感を高めることができるであろう。 

（２）取組の重点項目  【教科指導・生徒指導】 

 【授業づくりの基盤】 「聞く」力の育成  目指す姿 取組内容 小学校 １年 ・話し手に顔を向け，大事なことを落とさずに最後まで聞いている。 【共感的人間関係を育てる】  ・全学年で聞き方のモデルを提示し，聞く姿勢を徹底させる。 ・肯定的評価を通して，より良い聞き手を育てる。 ２年 ３年 ・話の中心に気を付けて，自分の考えをもちながら最後まで聞き，反応している。【共感的人間関係を育てる】 ・友だちの考えに対して自分の考えをもちながら聞き，反応するように指導する。 ４年 ５年 ・話し手の意図をとらえ，自分の考えと比較しながら最後まで聞き，感想を言っている。 【共感的人間関係を育てる】  ・意見交流をする際，自分の考えと比較して聞き，ペアやグループでは，聞いた感想を言うように指導する。 ６年 中学校 １年 ２年 ・話の内容を理解し，自分の考えを深めながら聞いている。 ・友だちの考えとの共通点や相違点を整理しながら聞き，友だちの考えに対する質問や自分の考えを言っている。【共感的人間関係を育てる】 【自己存在感を高める】  ・友だちの話の内容を理解した上で，論理的な説明，用語を使った説明等，説明のしかたを評価しながら聞くように指導する。 ・友だちの考えと自分の考えとの共通点や相違点を整理しながら聞き，友だちの考えに対する質問や自分の考えを言うように指導する。 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（思考を深めるノートづくり）   ・ ノートのコピーを掲示し，フリースペース活用の例を学ばせ，ノートづくりの目標をもたせる。 ・ 意見交流のときに参考となる友だちの考えをノートにキーワードでメモをさせ，それにより深まった自分の考えをノートに書かせる。 ・ 視点を明確に示して授業の振り返りをさせ，課題に対する具体的な記述をさせる。 ② つまずきの大きい児童生徒への具体的な取組   ・ 授業のねらいを明確にする。   ・ 思考の流れが分かる構造的な板書，考え方の手がかりとなる掲示等の視覚的支援を行う。   ・ ヒントカードを作成し，活用する。  ③ 小中が連携した具体的な取組 ・ 小中の接続を意識し，各校の「学習の手引き」の交流，挨拶や発表の仕方等の学習規律や板書の仕方等の統一を図った。 ・ 中学校の定期試験に合わせて，小中でアウトメディア週間を設定した。 ・ 中学生のノートを小学校にも掲示し，目指す姿を示して目標をもたせた。 

思考を深めるノートづくり  目指す姿 取組内容 小学校 １年 ・ノートの使い方の基本を身に付け，自分の考えをノートに書いている。 【自己決定の場を与える】 ・ノートの書き方の基本事項 （日付，単元名，課題・ねらい，まとめ，振り返り等）を提示し，指導を徹底する。 ・思考の流れに沿ったノートづくりをさせる。 ・自力解決の時間を確保し，個に応じた手立てを工夫する。 ・机間指導を行い児童生徒の思考を把握し集団思考に生かす。 ・児童生徒の思考を分類・整理し，構造的な板書をする。 ・庄原版「授業モデル」に基づき，終末10分を意識して指導する。 ・手本となるようなノートを紹介したり校内に掲示したりして，他の児童生徒の参考にさせる。 ・児童生徒間，教職員間でノート交流を定期的に行う。 

２年 ３年 ・各教科等で必要とされる用語等を用いて自分の考えを書いている。  【自己決定の場を与える】 ・各教科等で必要とされる用語や絵・図・表・グラフ等を用いて自分の考えを表現するように指導する。 ４年 ５年 ・自分の考えと友だちの考えを比較しよさをとり入れた自分の考えを書いている。 【自己決定の場を与える】 ・メモの取り方の手立てを示し，指導する。 ・ペアやグループ，全体交流を通して自分の考えと友だちの考えを比較し，参考になることをノートに書くように指導する。 【共感的人間関係を育てる】 ６年 中学校 １年 ２年 ・具体例や根拠を明らかにした，論理的な文章を書いている。 ・交流によって気付いたことや，深まった自分の考えを書いている。 【自己決定の場を与える】 ・家庭学習（予習，復習）とつなげたノートづくりをしている。 ・板書以外のこともノートに書けるフリースペースを確保させ，オリジナルなノートづくりをするように指導する。 【自己存在感を高める】 ・家庭学習を生かすことができる授業づくりを行う。 ３年 



 別紙様式１－１ 学力向上総合対策事業 （２）検証 【11月実施児童生徒質問紙調査結果】〔肯定的評価：％ （６月比：pt）〕 小(低) 自分の思ったことを書いている 89.5(-10.5) 小(中) 自分の思ったことや考えたことを書いている 95.2(+ 9.5) 小(高)・中１ 友だちの考えと比較し，よさを取り入れた自分の考えを書いている 85.1(+ 0.3) 中２・３ 友だちの考えと比較し，初めの考えより深まった考えを書いている 77.8(+ 3.7)   小・中学校ともノートに自分の考えを書いて思考を深める意識は概ね高まっており，ノート指導の成果が出ている。小学校１年生は６月時より肯定的評価の割合が減少した。中学校２年生は肯定的評価の割合が低く，さらなる指導方法の工夫改善が必要である。  【授業づくりの基盤】 （１）具体的な取組内容 各学年に応じ，「聞く」力の育成に向けた重点項目の取組を行った。  （２）児童生徒の変容 【11月実施児童生徒アンケートの結果】〔肯定的評価：％（６月比：pt）〕     小学校１年生と５年生，中学校２年生と３年生が６月時より肯定的評価の割合が減少した。ペアやグループ学習が定着・充実してきているが，自分の考えをもったり，深めたりしながら聞く指導と友だちの考えに絡めて自分の考えを言わせる指導を継続していく。  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      平成26年度「基礎・基本」定着状況調査において，中学校数学を除く全教科で県平均通過率を上回った。小学校理科88.3％(県平均比+17.7)，中学校理科75.3％(同比+20.3），英語76.7％(同 比+8.5)と，研究教科以外においても県平均を大きく上回った。 数学は県平均を下回り，課題が見られたが，小学校５年時の平成23年度「基礎・基本」定着状況調査 算数の結果と比べると，県平均比が-19.2ptから-4.5ptに改善している。     【平成26年度「基礎・基本」定着状況調査の結果】   小学校・国語 中学校・国語 教科 全体 タイプ Ⅰ タイプ Ⅱ 教科 全体 タイプ Ⅰ タイプ Ⅱ 平均通過率〔％〕 (県平均との差:pt) 83.4 (＋11.6) 86.5 (＋12.6) 69.6 (＋ 7.4) 77.4 (＋ 3.7) 75.4 (＋ 1.6) 85.3 (＋11.8) 通過率60％以上の割合〔％〕 92.8 88.2 通過率30％未満の割合〔％〕 0 0 
平成26年10月に実施した調査問題では，本年度「基礎・基本」定着状況調査で課題の見られた設問の通過率(％)が

次のように改善されている。（△は継続課題） 教科 大問 小問 内容 H26「基礎・基本」 調査問題 小学校・国語 三 ２ 段落相互の関係の把握 57.1   92.9 三 ３ 中心となる語や文の把握 28.6   78.6 四 １ 文の構成 57.1   100.0 五 ２② 理由を挙げた記述 35.7   100.0 中学校・国語 二 ４ 事象や行為などを表す多様な語句 52.9  75.3  三 ２ 叙述の仕方の確認 47.1 △58.8 四 ２ 段落相互の関係の把握 47.1  64.7 四 ３ 要旨の把握 47.1  64.7 中学校・数学 ５ (１) 球の体積 29.4  82.4 （２） 投影図 47.1  100.0 ６ (２) 関数の意味 47.1  70.6 ７ (１) 最頻値の意味 35.3 △58.8 10  問題解決の構想と結果の振り返り 17.6 △41.2 ア 思考を深めるノートづくり 「基礎・基本」定着状況調査タイプⅡでは，中学校数学が県平均より1.2pt下回ったが，小学校国語が7.4pt，小学校算数が12.3pt，中学校国語が11.8ptと大きく県平均を上回った。思考の流れを重視したノートづくりを工夫したことで，児童生徒の思考力が高まっているといえる。 イ 「聞く」力の育成 ○ 表現力の向上 「基礎・基本」定着状況調査タイプⅡの設問のうち，表現力を見取る設問における平均通過率は，次のグラフのようであった。この結果から児童生徒に表現力が付いてきているといえる。        ○ 自己存在感の高まり ６月実施の児童生徒質問紙調査の「自分のよさは，まわりの人から認められていると思います。」に対する肯定的回答は，小学校が71.4％，中学校が47.1％であった。11月の調査では肯定的回答が，小学校が78.6％，中学校が58.8％へとそれぞれ改善している。 （２）課題 ア 思考を深めるノートづくり ・ ノートが自分の学習の場となり思考の場となるよう，児童生徒が主体的にノートに書き込み，個々がオリジナルなノートづくりをするように発展させる必要がある。 イ 「聞く」力の育成    ・ 自分の考えを明確にもった上で，他者の考えを聞き，自分の考えと絡めて考え，発言するような授業づくりを引き続き行って，思考力，表現力をさらに高めていく必要がある。 （３）今後の改善方策等     来年度以降もこれまで積み上げてきた小中連携を継続，充実させていくために，次のような取組を行う。 ・ 思考を深めるノートづくり，「聞く」力の育成に加え，学習習慣や学習規律，生活習慣等の重点項目を定め，小中９年間の発達段階に応じた「総領中学校区スタンダード」を作成し，小中で系統的，段階的に取り組む。 ・ 小中合同の授業研究会を行い，小中共通の視点で授業改善を行っていく。  

小(低) 大事なことを落とさずに最後まで聞いている 89.5(- 5.3) 小(中) 自分の考えをもちながら話を最後まで聞き，反応している 90.5(+14.3) 小(高)・中１ 自分の考えと比較しながら最後まで聞き，感想を言っている 66.0(- 6.4) 中２・３ 友だちの考えに対する質問や自分の考えを言っている 70.4(- 3.7) 

  小学校・算数 中学校・数学 教科 全体 タイプ Ⅰ タイプ Ⅱ 教科 全体 タイプ Ⅰ タイプ Ⅱ 平均通過率〔％〕 (県平均との差:pt) 93.8 (＋14.1) 96.2 (＋26.4) 64.7 (＋ 4.1) 65.7 (－ 4.5) 68.7 (－ 5.2) 51.5 (－ 1.2) 通過率60％以上の割合〔％〕 100.0 70.6 通過率30％未満の割合〔％〕 0 11.8 

【平成23,26年度「基礎・基本」定着状況調査】
各教科の平均通過率(％ ）
算数・数学の平均通過率の推移(％）【平成26年度「基礎・基本」定着状況調査】

タイプⅡの結果 
【平成26年度「基礎・基本」定着状況調査】
【平成26年度「基礎・基本」定着状況調査】表現力を問う問題の通過率(％）


