
月 ６月 ９月
回答率（％） 38.6 48.1

《学習動機～やりなさいと言われて勉強している。》 

事業名：中学校学力向上対策事業 

推進校名：府中町立府中中学校 

所在地：安芸郡府中町宮の町五丁目４番２８号 

Ｈ Ｐ：http://www.fucyu-j.hiroshima-c.ed.jp/ 

学校規模：１８学級，５７９名 （H２１.１１現在記入） 

１ 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 

生徒が主体的・意欲的に取り組む授業づくり 

－生徒の「学び合い」を取り入れた指導方法の工夫－ 

②研究のねらい 

 本校では昨年度，広島県「基礎・基本」定着状況調査や全国

学力・学習状況調査において，無解答率が県平均より高いとい

う結果が見られた。考える以前にあきらめていたり，粘り強く

取り組むことができなかったりする様子が伺える。特に，思考

力を問う問題において無解答率が高く，難しい課題や思考を要

する課題に対して，課題が大きいことが明らかになった。 

 そこで，学習意欲を高めていく一つの方法として，生徒相互

のかかわりあいに着目し，生徒が交流し合いながら，よいもの

を真似て学んだり，自分の考えをもったりすることができるよ

うにしていきたいと考えた。他者の考えを取り入れたり，自分

の考えを伝えたりする「学び合い」を取り入れていくことで学

習意欲を高め，学習習慣や学習環境の改善とあわせて学力向上

をめざしたいと考える。 

（２）研究組織・体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）研究内容 

①授業づくり 

学力の向上をめざすＲ－ＰＤＣＡサイクルを用いた実践 

Research 実態把握（誤答分析，各種アンケート等の分析） 

Plan 生徒の実態を踏まえた各教科の指導計画作成 

成果目標の明確化 

Do 授業実践 

・学力調査の課題をふまえた授業改善 

・学習意欲の向上につながる効果的な「学び合い」

・「つまずき」に応じた指導法 

・思考力・判断力・表現力の向上をめざす指導法 

・家庭学習の習慣化 

Check 指導と評価の一体化による授業改善 

Action 課題をもとに新たな手立て 

②環境づくり 

「学び」につながる学習集団づくり，規範づくり 

・ソーシャル・スキル・トレーニングによる人間関係づくり 

・「府中中生活三訓」「学習規律三ヶ条」の徹底 

・「学び」にふさわしい環境づくり 

 

２ 研究の成果と課題等 

（１）成果 

①学習意欲を高め，思考力・表現力を高める「学び合い」につ

いて研修し，授業で実践（肯定的評価 82.7％～授業実践記録簿より） 

 

 

 

 

＜「学び合い」を充実させるための工夫＞ 

「学び合い」を通して学習意欲を高め，思考力・表現力を高め

るために次のような実践をした。 

・３～４人のグループやペア活動など，生徒相互の意見交流が

できる場の設定 

・生徒が「分からない」と言えるような教師の発問や，声かけ

の工夫 

・他者を尊重し，自分の考えが深まるよう「聴く」ことの重視 

・他者に自分の考えを分かりやすく伝える表現的な活動の工夫 

②「府中中学校学びのサイクルシート」の活用 

各授業で，生徒に「学習のめあて」をもたせ，「しっかり聞く」，

「じっくり考える」，「わかるまで粘る」，「はっきり表現する」

という流れを意識させ，めりはりのある授業を実践した。 

③基礎学力の定着と家庭学習の習慣化 

「Fuchu Study ABC」の取組み（Studyノート提出率84.4％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

④教員研修の充実（「積極的に研修参加」96.8％～教師アンケートより） 

 国語，数学，英語の各教科による年間10回の授業研究会をは

じめ，それに伴う教科部会を週１回程度もつなど，教科内で交

流を密に行った。さらに全体研修会をもつことで，マネジメン

トサイクルを生かした授業改善が他教科へ広がってきた。

（２）課題 

○「学び合い」を取り入れた授業の実践が定着してきたので，

より効果的な「学び合い」になるようにしていく必要がある。 

○府中スタディの毎日の提出によって，家庭学習が習慣化して

きた反面，生徒アンケートによると生徒の「やらされ感」が

あることが伺える。受け身的な家庭学習から，自主的な家庭

学習になるように

工夫していく必要

がある。 

（３）今後の改善方策等 

①研究の成果や，生徒の変容を客観的にとらえるため，数値的

なデータで示すことができるように，生徒アンケートや学校評

価項目を検討し，検証の指針として確かなものにしていく。 

②各教科チームによる実践と研究の内容が，学校全体のものと

なるように，定期的な交流や情報発信を積極的に行う。 

 

チームリーダー 

府中中学校 学力向上対策事業 実施体制 

研究推進教員 

 
管理職 

（主幹教諭） 
研究推進教員 

教務主任 
各教科チームリーダー 

学識経験者 
指導主事 

推進委員会 

実施計画 
研究推進体制の確立 

検証・研究協議 
（年４回実施） 

授業研究・研究協議 
（年１０回実施） 

府中町教育委員会

研究支援 
経費管理 

国語部会 数学部会 英語部会 

＜研究主題＞ 
生徒が主体的・意欲的に取り組む授業づくり 

～生徒の「学び合い」を取り入れた指導方法の工夫～ 
 

校 内 全 体 研 究・研 修 

授業研究・授業改善・学力調査 等 

企画・運営・調整 

広島県教育委員会

(帰りのＨＲ学習）国語，数学，英語を順番

で，基礎・基本を問う問題等に取り組み，「学

び合い」を取り入れた。 

(家庭学習)国語，数学，英語を順番で，基礎

的・基本的な内容，思考力・表現力を問う内

容を毎日宿題として出した。 

            (確認テスト)月に１回，Ａ，Ｂの内容の定着

を確認するためにテストを行った。 

＜「学び合い」の種類＞（学識経験者の指導講話より） 

・互恵的学び合い…仲間の学習への参加を促し，知識の定着を平均化する 

・探索的学び合い…知識を主体化し，深化，探究する 

・活用的学び合い…獲得した知識を現実化する 



３ 実践事例 

【国語】 

（１）教科の調査結果の分析 

  平成２１年度広島県「基礎・基本」定着状況調査において，

特に文の組立てに関する問題の通過率が低く，そのほかの問

題でも主語を意識してていねいに読めないことに起因する誤

答が目立つ。  

《問題三－１》文の組立て，述語に対する主語を探し出す問題 

28.0%

誤答 「手を」を選択 63.4%

正答

 

《問題四－４》文章の構成・理解を測る問題 

56.1%
事実と体験，事実と答えの区
別ができていない

13.4%

中の部分「事実」と「問いか
け」の内容の読解不足

19.5%

正答

誤答

 
（２）調査結果からの課題 

文章の構成や展開に即して文章を理解し，分析することに

課題がある。つまずきの原因としては，主語を意識して内容

を分類しながらていねいに読み取ることができていないこと

が考えられる。 

  このことから，書く，読み取るなどの活動において，てい

ねいに主語を意識させる必要がある。 また，文法事項の学

習を特設で行うだけでなく，日常的に授業の中に組み入れる

必要性がある。 

（３）学年  第２学年 

（４）単元の紹介 

① 単元名 論理をとらえよう 「考えるイルカ」 

② 単元の目標  

○ 説明的文章を読むことへの意欲をもち，論理の展開の

仕方を考えながら文章を読むことができる。（意欲・関

心・態度） 

○ 各段落が文章全体の中で果たす役割について考えなが

ら読むことができる。（読むこと イ） 

○ 文章の構成や展開に沿って，根拠を明確にしてまとめ

ることができる。（読むこと ウ） 

○ 抽象的な概念を表す語句について理解し，キーワード

や，文章を論理的に展開するのに必要な語句について

の考えを深めることができる。（伝統的な言語文化と国

語の特質に関する事項） 

③ 単元の展開（指導計画） 全５時間 

次 時 内  容 

1 

1 

 

2 

全文を通読し，話題をとらえる。 

わかったこと，わからないことや疑問に思う

ことを書き出す。 

構成を理解し，各段落の内容の要約文を作

る。 

2 1 
内容を事実と意見などに分類する。 

実験の内容を図式化する。 

3 1 語句や実験の説明をする。 

 

（５）授業改善のポイント 

 ①指導方法の工夫 

ア 文章の構成や論理の展開を正確に読み取らせるた

め，指導をするに当たっては次のステップを踏む

ことにする。 

・ 文章の構成をつかませる。 

・ 本論の内容を要約させ，「訓練」「実験」「結

果」「考察」に分けさせる。 

・ 実験の内容を図式化させ，何がどうなって

いるのかを確認させる。 

・ 語句や実験の説明をさせる。 

 イ 学習の課題を生徒自身の疑問から設定すること

により，学習意欲を喚起する。 

ウ グループ学習を取り入れることにより，互いに教

えあったり，一緒に考えたりする学び合いの場を

設け意欲的な学習，理解の深まりの一助とする。 

 ②教材の工夫 

ワークシートを用い，図式

化することにより内容を正確

に把握するとともに，分類で

きるようにする。また，文章

の構成においても，図式化し

たものを用い，視覚的な援助をすることにより展開を正確

に読み取らせるようにする。 

 ③評価の工夫（評価問題，調査問題も含む） 

（自己評価）各時間に目標と評価を対応させるワークシート

で自己評価させることにより，課題を明確化した。 

（評価問題）文章の構成や論理の展開を理解させる点に焦点

をあてた評価問題を作成した。具体的には短い説明的な

文章を用い，４種類の構成分析から正しいものを選ぶ問

題で理解度を測った。 

（調査問題）１２月に行う調査問題においても，同様の内容

を問う問題を実施予定である。 

（６）授業の様子（生徒の変化） 

文章の構成を大きなまとまりの段落から小さなまとまり

の段落へと繰り返し考えさせることにより，考える道筋が

できたように見られた。 

少人数のグループ

による学び合いでは，

生徒は互いに教え教

わり一緒に考えるこ

とで考えを広げ，理

解したことを分かり

やすくまとめること

への意識を強めたように思う。 

（７）検証 

短い説明的な文章を用い，４種類の構成分析から正しい

ものを選ぶ問題で理解度を測った。事後問題では88％の生

徒が適切な構成を選ぶことができた。今回の授業，調査は

発展コースのみであり，学年全体，長文になった場合の結

果については，調査問題の結果を待ちたい。 

（８）成果と課題 

学習の結果，ほとんどの生徒は事実と意見を区別して読

むことができるようになった。また，学習の振り返りに， 

図式化することにより内容や構成が明確化したことを書い

ている生徒も少なくなく，説明的な文章を読む方法の一つ

を理解したようだ。 

今後の課題として，今回学んだことを応用していくこと

が挙げられる。日常生活の中では，新聞や広告，雑誌，文

書など，多くの説明的な文章に出会う。その際に事実と筆

者の主張，考えを分け正しく読み取ることができるよう，

今後も継続して指導していきたい。 



【数学】 

（１）教科の調査結果の分析 

 平成20年度広島県「基礎･基本」定着状況調査における文字

式に関する通過率は次のようであった。 

設問の内容 通過率

１次式の意味を読み取る 79.7％

具体的な事象における数量の関係を式に表す 51.4％

また，具体的な事象における数量関係を式に表す設問の誤答は

次のようであった。 

誤答の内容 割合 

情報を正確に読み取ることができていない 10.2％

与えられた文字で表現できていない 4.0％

無解答 18.1％

（２）調査結果からの課題 

具体的な事象における数量の関係を式に表すことに課題

がある。誤答類型から，具体的な事象における数量の関係

を正確に読み取り，整理することに課題があると考えられ

る。また，無解答率が高いことから，文章から数量の関係

を読み取ること及び数量の関係を式に表すことへの苦手意

識が強いことがわかる。 

（３）学年 第３学年 

（４）単元の紹介 

① 単元名 ２次方程式 

② 単元の目標  

・ ２次方程式を利

用して意欲的に

問題を解決しようとする。（関心・意欲・態度） 

・ 具体的な場面で数量の関係をとらえ考察し，２次方程式を利

用して問題を解決できる。（見方や考え方） 

・ 因数分解や平方根の考えを利用して，２次方程式を解くこ

とができる。（表現・処理） 

・ ２次方程式とその解の意味を理解することができる。

（知識・理解） 

③ 単元の展開（指導計画）全１２時間 

節 項 学習内容 

２次方程式とそ

の解（２） 

２次方程式とその解の意味を理解す

る。 

因数分解による

解き方（２） 

因数分解を利用した２次方程式の解

き方を理解し，それを用いて２次方

程式を解く。 

２
次
方
程
式
の
解
き
方 

平方根を利用し

た解き方（２） 

平方根の考えを利用して，簡単な２次方程

式を解く。 

２
次
方
程

式
の
利
用

２次方程式の利

用（３） 

２次方程式を利用していろいろな問

題を解決する。 

解の吟味の必要性を理解し，方程式の解

が問題に適するかどうかを確かめる。 

解の公式 

（１） 

平方根，等式変形の考え方を利用し

て，２次方程式の解の公式を考え

る。 発
展
と
ま
と
め まとめ（２） 

２次方程式をつくることを通して，２次

方程式の解の意味や因数分解による解き

方への理解を深める。 

平方完成の方法を用いて，２次方程式を

解く。 

（５）授業改善のポイント 

①指導方法の工夫 

ア 具体的な事象を取り上げ，数量の関係を正確に把握さ

せ，式に表す方法を考察させる。そのために，問題文

の中の数値や関係を表す言葉に線を引かせてとらえさ

せ，はじめに数量の関係をことばの式で表させてから

式（数学の言葉）に表すように指導する。 

イ 個人での解決が困難な場合など，小グループでの話し

合い活動を活用する。また，解決方法を交流する場を

設定し，多様な見方や考え方を共有させる。 

ウ 既習事項を確認し，スモールステップで解決方法を考

察させる。 

エ 実感を伴って理解できるよう，

具体物や視覚的にとらえやす

い教材を活用する。 

②教材の工夫 

 多様な解法が可能である課題を設定し，一番効率よく解決で

きる方法を考察させる。また，視覚的に確認できる具体物を使

って具体的なイメージができるように指導する。  

 授業では，生徒にとって比較的理解しやすいと思われる長方

形の縦･横の長さと面積の関係を扱った。 

③評価の工夫（評価問題 調査問題も含む） 

 授業で扱った課題と同様に，長方形の縦・横の長さと

面積を題材にした。 

（６）授業の様子（生徒の変化） 

 数量の関係を読み取ろうと問題文に線を引き，図に表して関

係を整理しようとする生徒が増えた。また，既習事項に不安が

ある生徒も，グループ学習の中で質問するなど，できないとは

じめからあきらめる生徒は見られなくなってきた。文字式に対

する苦手意識が弱まり，『文を数学のことばで表す』というイ

メージで取り組むようになってきた。 

（７）検証 

 上記評価問題（1）と

昨年度の「基礎･基本」

定着状況調査と比較す

ると，通過率は約26ポ

イント増加し，無解答

率は約4ポイント減少し

た。誤答としては積を表すときに括弧を使用していないもの，

縦をx mとして式をつくってしまったものなどが多かった。 

（８）成果と課題 

通過率から，具体的な事象における数量の関係を式に表

すことは約80％の生徒が出来るようになっており，ほぼ

定着できたと考える。２次方程式の学習では，導入時から具

体的な事象を取り上げ，立式の手順をスモールステップ

で指導してきた。問題文に線を引くという簡単なことか

ら始められることが，文字式を苦手とする生徒にも安心

感を与えたようだ。また，小グループの活動により，全

体では意見を言えない生徒も発表でき，それが自信と意

欲につながったと考える。 

無解答の生徒の多くが２次方程式を解くことはできて

いる。文を式に表すことのよさ，式に表すことにより形

式的な手続きで問題を解決することができるよさなど，

数学的な表現・処理のよさを伝え，指導していく。 

縦が横より7m長く，面積が78m２の長方形の土地があり

ます。  

(1) 横をx mとして方程式をつくりなさい。 

(2) 縦と横の長さを求めなさい。 

説明するときは 
① をはっきりと 

② を使って 

③ に     

51.4

77.2

18.1 14.6
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H20基礎･基本 評価問題

通過率 無解答率



（例）（   ）に適切な語を入れて疑問文を完成させなさい。 

1. (    ) you a teacher? 

2. (    ) you like Fuchu? 

【英語】 

（１）教科の調査結果の分析 

  平成21年度広島県「基礎・基本」定着状況調査において，

特にリスニング問題の通過率が低く，英作文の問題では時制

や前置詞など細かいミスが目立つ。 

 特にリスニング問題９番で「自己紹介を聞いてサッカーを

している曜日を選択する」問題で正答「木曜日」に対して

「火曜日」を選択した割合は62.2％に及んだ。 

３＜放送問題＞自己紹介を聞いてサッカーをする曜日を答える問題 

正答 誤答（火） 誤答（水） 誤答（土）

20.7 62.2 9.1 7.9 

また「適切な語を用いた会話文の組み立て」の項目で，１

番の問題の”What (    ) Akiko and Ken do on Sunday?”の
誤答はisやareを記入している。 

６ 適切な語を選んだ会話文の問題 

正答 誤答（is） 誤答（are） 誤答（does）

20.7 24.4 36.6 17.7 

 

（２）調査結果からの課題 

  適切な速さで話される英語を聞いてポイントをつかんで正

確に聞き取ったり，be動詞と一般動詞の用法の区別が十分に

付いていない。したがって，英文で書こうとする意欲面を重

視するだけではなく，文法の定着を図り，正しい英語を書く

力をつける必要がある。また，何について話しているか聞き

取るポイントを明確にしてから，聞き取らせる指導をしてい

く必要がある。 

（３）学年  第1学年 

（４）単元の紹介 

① 単元名 Unit3 グリーン先生の初授業 

② 単元の目標  

   ○一般動詞などを使って対話に積極的に参加する。 

   ○一般動詞の平叙文，疑問文，否定文の表現を身に付け，

言ったり書いたりできる。 

   ○一般動詞の平叙文，疑問文，否定文を読んだり聞いた

りして，内容を理解できる。 

   ○一般動詞とbe動詞の用法の違いを理解している。 

③ 単元の展開（指導計画） 全６時間 

次  時 内  容 

1 like, playの導入 1 
・一般動詞の like, play を使って自

己表現する。 

2 part1 内容理解 1 
・グリーン先生の自己紹介を読んで内

容を理解する。 

3 一般動詞の疑問文 1 
・Do you ～? を使って一般動詞の疑

問文を作る。 

4 Part2 内容理解 1 ・インタビュー内容を理解する。 

5 
一般動詞の否定文 

インタビュー 
1 

・don’tで一般動詞の否定文を作る。 

・インタビュー活動をする。 

6 

Part3 内容理解 

be動詞と一般動詞の

まとめ 

1 
・やりとりの内容を理解する。 

・be動詞と一般動詞の用法のまとめ 

（５）授業改善のポイント 

 ①指導方法の工夫 

  ア 反復指導 

 be動詞から一般動詞の指導に移る際に，読み・質問カー 

ドでbe動詞や一般動詞の文章を数多く使い，口頭で慣れる 

ところから始める。特に疑問文や否定文での形がbe動詞と 

異なってくることから，Are you like ～ ?等にならない 

ように，絵や実物を例に全体や個で反復練習を行っていく。 

イ 一文追加させる指導 

一問一答に終わるのではなく，文の流れを意識させなが

らNo, I don’t.の後にもう1文を付け加えさせる。 

  ウ インタビュー活動 

少人数指導の利点を生かし，一人でも多くの相手と”Do 
you ～ ?”のやりとりを行い，定着を図るためにインタ

ビュー活動を取り入れる。 

 ②教材の工夫 

  ピクチャーカードなどを使いながら，視覚と聴覚の両方で

理解して確実に表現できるよう指導していく。 

 ③評価の工夫（評価問題，調査問題も含む） 

  be動詞と一般動詞の疑問文の違いが理解できているかを見 

取るために，評価問題を作成・実施し,8割以上の通過率で定 

着が図れたとする。 

（６）授業の様子（生徒の変化） 

  主にpicture cardを使って新出

表現を導入することで，生徒はど

んなときにその表現を使うべきな

のか，何を伝えようとしているの

かなど理解する手立ての１つとし

て活用するようになってきた。また，授業内でのインタビュ

ー活動を通して，生徒は授業で得た知識を活用しようとして

いる。質問に対して”Yes / No”だけで終わるのではなく，”No”
の後にプラス１文を加えて表現する生徒は増えており，会話

を続けようという意欲面は伸びている。「伝えたい」「聞き取

りたい」という生徒の意欲は大きくなっており，積極的に活

動に参加しようとする生徒の数は増えている。 

（７）検証 

  主語とbe動詞のペアが理解できているかについて評価問題

を行い，生徒の実態を把握した。また，Unit3終了後に”Do”
を加え，be動詞と主語の組み合わせと一般動詞との区別がで

きているかについて評価問題を行った。下図のように，be動

詞と一般動詞の区別は理解していると思われる。 

92.2

79.9

事前テスト 事後テスト

（８）成果と課題 

  一般動詞とbe動詞の区別については，授業はもちろんHR学

習での取組みもあり，定着度は高い。しかし，正しい英語

で英文を「書く」指導については，綴りのミスが目立ち，

まだまだ基礎的な単語の定着を図るよう指導の工夫が必要

である。また，自然な速さで話される英語に慣れるようALT

との会話テストを学期に数回設定し，「聞く」力の育成に向

けて指導を続けていかなければならない。そして何よりも

生徒自身が獲得した知識を活用できるような場の設定を授

業内で工夫していく。 

(%) 

(%) 


