
事業名事業名事業名事業名：：：：中学校学力向上対策事業中学校学力向上対策事業中学校学力向上対策事業中学校学力向上対策事業    推進地域名推進地域名推進地域名推進地域名：：：：福山市福山市福山市福山市ＡＡＡＡ地区研究推進地域地区研究推進地域地区研究推進地域地区研究推進地域 推進地域推進地域推進地域推進地域をををを構成構成構成構成するするするする学校学校学校学校    学校名学校名学校名学校名    学級数学級数学級数学級数    生徒数生徒数生徒数生徒数    福山市立精華中学校福山市立精華中学校福山市立精華中学校福山市立精華中学校    ７７７７    １３５１３５１３５１３５    福山市立内海中学校福山市立内海中学校福山市立内海中学校福山市立内海中学校    ４４４４    ４７４７４７４７    福山市立千年中学校福山市立千年中学校福山市立千年中学校福山市立千年中学校    ８８８８    ２１５２１５２１５２１５    福山市立至誠中学校福山市立至誠中学校福山市立至誠中学校福山市立至誠中学校    ５５５５    １２１１２１１２１１２１    （H22.11.1 現在）    １１１１    研究研究研究研究のののの概要概要概要概要    （１）研究のテーマ及びねらい    ①研究のテーマ 「思考力・表現力を育成する授業づくり」 ―言語活動の充実を通してー ②研究のねらい ・学力調査の結果から，基礎・基本はおおむね定着しているが，それらを活用する「思考力・表現力」に課題がある。この実態を踏まえ，言語活動の充実を通して「思考力・表現力」を育成する授業づくりについて研究を進めていく。 （２）研究組織・体制（省略） （３）研究内容  ①課題に対し，改善ポイントを明確にした実践研究  ・授業改善サイクルに基づく研究授業 ア 各調査の質問紙結果や誤答類型の分析で，つまずきの実態を把握する。 イ 指導改善のポイントを明確にした授業研究を行う。 ウ 視点を明確にした研究協議を行う。 ・改善ポイントの有効性を協議 ・課題に対する改善策を２点以上策定 ・評価問題と家庭学習の内容について代案を提示しながら協議 エ 評価問題による検証を行う。  ・課題となっている力の定着状況を把握 ・学習習慣の定着をめざした取組み ア ドリル教材を工夫するとともに開発を行い，４校で実施する。 イ 小テストの実施と評価により，自主学習の内容を充実させる。 ウ 定期的に生徒面接を行うことにより，学習への意欲を引き出す取組みを行う。 

 ②言語活動の充実を図る授業づくり ・付ける力を明確にした言語活動を仕組む。 ・思考・表現させる場を設定する。         

２２２２    研究研究研究研究のののの成果成果成果成果とととと課題課題課題課題（（（（○○○○：：：：成果成果成果成果    ●●●●：：：：課題課題課題課題））））    （１）課題に対し，改善ポイントを明確にした実践研究    ①授業改善サイクルに基づく研究授業 ○視点にそった研究協議を行い，改善策を２点以上策定することができた。 ○教科チームで評価問題や家庭学習を検討し，自校に持ち帰り，実施することで成果の共有化ができた。 ●評価問題の実施が遅れがちになり，十分な分析ができなかった教科がある。 ●評価問題の分析を改善に十分いかせていない部分がある。 ②学習習慣の定着をめざした取組み ○平日の学習時間がわずかながら増えた。 ○昨年度と比較し，次の質問項目の割合が増加した。 ・「もっと力をつけたい」「分かるようになりたい」から勉強している。 ・家で本や資料などを利用して学習している。 ●家庭学習において，１時間以上の割合が 42％，まったくしない割合が 10％であり，改善が見られない。  ～家庭学習時間アンケート～           （２）言語活動の充実を図る授業づくり ○多くの項目で増加が見られた。「思考力・表現力」において肯定的な回答が増え，意識の向上が見られる。 ○生徒アンケートでも資料の活用や説明のしかたなど「思考力・表現力」の項目が増加している。  ～教師アンケートにみられる変容～   （単位：％） 教科 アンケート項目 H21 ９月 Ｈ22 ９月 国 様々な本や資料を基に自分の考えを持たせる指導 60 100 数 友達の考えと自分の考えを比べさせるために，それぞれの考え方や解き方を説明させるなどの指導 80 100 英 相手や目的に応じて表現のしかたを変える指導 60 100 ３３３３    今後今後今後今後のののの取組取組取組取組みみみみ    （１）評価問題等の結果の集計・分析を次の授業へと反映させる取組みを充実させる。 （２）家庭学習の取組みを充実させる。 ・定期テストにあわせた家庭学習強化週間を設定する。 ・学習時間，内容の目標値を具体的に設定させる。 

23 129 2930 2628 2119 10100% 20% 40% 60% 80% 100%09(H21)10(H22)平日 
22 5 1816 2429 3431 161660% 20% 40% 60% 80% 100%09(H21)10(H22)3h～ 2h～3h 1h～2h 0.5h～１ｈ 0.5h未満 しない休日 



４４４４    実践事例実践事例実践事例実践事例【国語】 
(１)教科の調査結果の分析 ① 調査問題 平成 22年度 広島県｢基礎・基本｣定着状況調査 四－２ 出題内容 出題の趣旨 各段落の内容を正確に読み取り，段落相互の関係をとらえている。 学習指導要領の内容・領域 

一つの部屋は暖房を入れ温かくしてやった。けれど昼夜の長さは自然のままにしておいた。という実験が行われましたが，その結果が書かれている段落はどれですか。段落ア～エの中から最も適切なものを選び，その記号を書きなさい。 

Ｃ 読むこと(第１学年) ウ  文章の中心部分と付加的な部分，事実と意見などを読み分けて，文章の構成や展開を正確にとらえ，内容の理解に役立てること。 ② 誤答分析 解答類型 １(正答) ２ ３ ４ ９ 無解答 本校の割合(%) 64.3 7.1 7.1 21.4 0 0 ○解答類型２ アと答えた生徒(7.1％) 別の｢部屋｣に設定された実験の条件を，その｢部屋｣の結果と読み違えており，問題そのものの意味をとらえきれておらず，段落相互の関係もとらえられていない。 ○解答類型３ イと答えた生徒(7.1％) 別の｢部屋｣の実験結果をその｢部屋｣の結果として読み違えており，段落相互の関係をとらえられていない。 ○解答類型４ エと答えた生徒(21.4％) 他の実験の条件と結果を，その｢部屋｣の結果として読み違えており，段落相互の関係をとらえられていない。  

(２)調査結果からの課題 ①課題となる力 各段落の内容を読み取り，段落相互の関係をとらえる力 ②指導上の課題 段落ごとの内容の読み取りが中心となっており，段落相互の関係をとらえさせる指導が不十分であった。 
(３)学年 第２学年 

(４)単元の紹介 ① 単元名 事実と意見 ｢モアイは語る-地球の未来-｣ ② 単元の目標  ○国語への関心・意欲・態度 ・イースター島の文明の歴史から，地球の未来を考えるという筆者の考えに関心を持ち，意欲的に学習に取り組んでいる。 ・意欲的に意見文を書こうとしている。 ○読むこと ・論の展開に注意しながら，筆者の考えを読み取り，自分の考えをまとめることができる。 

・イースター島の文明の歴史と，現在の地球との類似点を読み取ることができる。 ○言語事項 ・語句の意味や新出漢字を理解することができる。 ③ 単元の展開（指導計画 全７時間） 次 時 内  容 一 ２ 

・文章を読み，大まかな内容をとらえたり，新出漢字や難語句の意味を確認したりする。 ・単元のねらいや学習の流れを確認する。 二 ３ 

・結論(筆者の主張)を読み取る。 ・文章構成や展開をつかむ。 ・本論の内容を読み取る。 三 １ 

・筆者の結論を再確認する。 ・筆者の結論を踏まえ「資源」と「文明」をキーワードに筆者の考えをまとめる。 四 １ ・設定したテーマにそって，意見文をまとめる。 
(５)指導改善のポイント ①書く取組みにつなげるための単元指導計画を作成する。 ②｢結論｣に書かれている筆者の主張をとらえさせる。 ③｢結論｣を踏まえ，｢序論｣の問題提起に対応した｢本論｣の段落を見つけ出す。 

(６)授業の様子 筆者の結論を読み取ることや文章構成や段落相互の 関係をつかませるために，個人思考の後，ペアや全体で意見交流を中心とした活動を行ったことで，他者の意見を聞き，自分の考えに自信を持ったり，自分の考えを変容させたりした生徒が見られた。  

(７)検証 ・平成 21年度福山市調査問題２学年三－３を用いた。 解答類型 １ ２正答 ３ ４ ９ 無解答 本校の割合(%) 14.3 71.4 7.1 7.1 0 0 

(８)成果と課題（○：成果 ●：課題） ○｢基礎・基本｣定着状況調査と福山市調査問題（類似）の比較において，文章の構成や段落相互の関係をとらえる問題の通過率が 7.1％向上した。 ○説明文においては，文章の構成をつかませるために，まず筆者の結論をとらえさせる。序論の問題提起を踏まえながら結論をささえるための本論の構成を考えさせる。このことは，文章の構成や段落相互の関係をとらえさせることに有効であったと考えられる。 ●文章の構成や段落相互の関係をとらえきれていない生徒 28.5％に対しては，簡易な文章構成の説明文を示しながら再度構成や段落相互の関係について確認していく必要がある。 

 

 

 



【数学】 （１）教科の調査結果の分析   ①平成 22 年度全国学力・学習状況調査Ｂ問題３ （１）ある枚数の T ｼｬﾂをﾌﾟﾘﾝﾄすると，ﾊﾟﾚｯﾄ印刷と 染め屋のどちらに頼んでも料金が同じになります。このときの T ｼｬﾂの枚数は，ｸﾞﾗﾌ上のどの点の座標から分かりますか。下のｱからｵまでの中から 1 つ選びなさい。 （２）康平さんの所属するﾃﾆｽ部でｵﾘｼﾞﾅﾙ T ｼｬﾂの希望枚数をきいたところ，全部で 35 枚でした。 T ｼｬﾂ 35 枚のﾌﾟﾘﾝﾄ料金が最も安い店は，それぞれの店の料金を計算しなくてもｸﾞﾗﾌから判断できます。その方法を説明しなさい。  ・(1)の類型           ・(2)の類型          ②分析の結果 ・(1)の解答類型 3,4 の生徒は，グラフの交点が２つの店の料金が同じになるときのＴシャツの枚数を表していることは理解している。 ・(2)の無解答は 37.1％であり，方法を説明することの手がかりがつかめていない。 ・(1)の解答類型 3,4 の生徒は，(2)の問題で正答が 

8.1%。類型 5が 9.7%。無解答が 22.1%である。 
 
 (２)調査結果からの課題 ①課題となる力 ・交点の意味をもとに，問題解決の方法を数学的に   説明することができない。 ②指導上の課題 ・情報の読み取りの指導が不十分であった。 

(３)学年 第２学年 

(４)単元の紹介 ① 単元名 一次関数  ② 単元の目標  ・一次関数について，表，式，グラフを相互に関連付けて理解し，これらを用いて具体的な事象をとらえ説明することができる。 ・二元一次方程式が関数を表す式とみることができる。 
(５)授業改善のポイント  「ひろしま・ ・ ・ ・ 」学びのサイクルを活用した指導計画  ①考える方法を計画的に指導する。  ・一次関数の表，式，グラフの学習を比例と関連付けて指導する。  ・実験の結果を考察させる場を設け，一次関数は，日常生活にあり，それを利用して解決することの良さを理解させる。       ②表現させるために数学的活動（伝え合う活動） 

を設定する。  ・表，式，グラフの関係を振り返らせ,気づきを伝え合う場を設ける。  ・解決の過程や，キーワードは吹き出しに書かせ， キーワードを互いに伝え合わせる。 (６)授業の様子 ・２本のグラフの交点が何を意味しているのか，しっかり考えていた。 ・事象とグラフを関連させて考えていた。  ・各グループが，理由の説明を分かりやすく伝えることを意識して内容を考えていた。 (７)検証  ①評価問題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②評価問題の解答類型と正答率(%) 評価問題 正答 誤答 無解答 （１） 100 0 0 （２） 81.2 9.4 9.4 （３） 75.0 15.6 9.4 類似問題 24.2 38.7 37.1 
 (８)成果と課題（○：成果 ●：課題） ○正答率が高くなり，無解答率が下がった。 ○評価問題(3)は，15.6％の誤答のうち，6.3%の生徒  が何枚以上注文すればよいか理解していた。グラ  フの交点の読み取りは，理解していた。 ○誤答した生徒も，解決方法にグラフ，表，式を活 用しており，問題解決の方法や手順は理解してい ると考えられる。 ●評価問題(2)と(3)の無解答 9.4%の生徒は，重なっ ており，事象をグラフに表すことに課題がある。 

美咲さんのお父さんは，年賀状の印刷を注文するために，Ａ店とＢ店の広告をもらいました。その広告には次のような内容ものが書かれていました。 Ａ店：100枚までは１枚10円，100枚以上は１枚５円で印刷します。 Ｂ店：何枚注文しても１枚７円です。 下のグラフは，年賀状 100枚をＡ店で注文したときの代金とＢ店で注文したときの代金の関係を表したものです。ただし，注文する枚数を x ，そのときの代金を yとしています。このとき，各問いに答えなさい。 (1)Ａ店で 85 枚印刷を注文した時の代金を答えなさい。 (2)Ａ店で 100 枚より多い枚数を注文した場合の枚数と代金の関係をグラフに表しなさい。 (3)Ａ店で注文した方が安くなるのは何枚以上注文した時ですか。そう考えた理由も答えなさい。 

 １ ２ ３ ４ 正答 無解答 本校の割合(%) 3.2 9.7 33.9 16.1 35.5 1.6 全国の割合(%) 1.7 5.5 30.6 7.5 52.6 2.0 
 正答 ５ ７ ８ ９ 無解答 本校の割合(%) 24.2 25.8 1.6 6.5 4.8 37.1 全国の割合(%) 29.1 22.2 6.8 8.5 4.4 28.9 
 



【英語】 （１）教科の調査結果の分析 ①平成21年度「基礎･基本」定着状況調査「読むこと」６１ 
 

 

 

 

 

 
 ②誤答分析 解答類型 ウ正答 ア イ エ 無解答 本校の割合(%) 28.9 23.7 18.4 26.4 2.6 ・主語が複数であることを理解していない。 ・動詞が何であるかを正しく理解できていない。 ・主語が複数であることをとらえているが，doが動詞であることを理解していない。 （２）調査結果からの課題 ①課題となる力 ・主語が単数か複数か判別する力 ・動詞 doの役割を正しくとらえる力 ・一般動詞を含む英文の疑問文を作ることができる力 ②指導上の課題 ・３人称複数の主語を使った演習や活動が不十分である。 ・一般動詞の doを使った演習が不足している。 ・一般動詞の疑問文を作る演習が不足している。 （３）学年 第１学年 （４）単元の紹介 ①単元名  Jenny’s First Day at School ②単元の目標 ・主語の人称と単数・複数によって be動詞を使い分ける  ことができる。 （５）授業改善のポイント ①指導方法の工夫(６月実施の為一般動詞は未習) ・３人称複数の主語に対応する be動詞を選ぶ演習をする。 〔カードを並び替えて，つながる英文を作らせる〕 

I 

You / Jenny and Sarah 

He / She / Hiro / Jenny 

am 

are 

is 

from Japan. 

from America. 

from   ・絵や実物などを使って，人や物について紹介したり，尋ねたりするコミュニケーション活動を通して，会話文を組み立てさせる。 〔主語に合う be動詞を選んで書く問題をさせる〕 
 

 

 

  

②教材の工夫 ・毎時間計画的に，各種カードを使ったコミュニケーション活動を，ペアワークで実施する。  Who～?を使ってパートナーと会話をさせる。 
     
 ③家庭学習の工夫 ・学習進度に応じた家庭学習の目標を提示するとともに， 英語練習ノートを活用し，目標の達成度をチェックさせる。 級 目 標 チェック欄 
B
3 

先生について質問したり，紹介することができる。
[Unit 3] ①教科名 ②出身地 ③その他 

✔✔✔✔ 
B 
4 

   （６）検証  主語が３人称・複数の場合にどの動詞が適切であるかを選ばせる評価問題を実施する。 ①評価問題  
 

 

 ②誤答分析               （単位：%） 
 ア Am イ Are○ ウ Is 無解答率 正答率 10.3 41.0 48.7 0 ・amは Iの時のみ用いるということが理解できていない。 ・is は you や複数主語の場合は使わないことが理解できていない。 ・Akio and Keikoが主語で複数であることが理解できていない。 

 （７）成果と課題（○：成果 ●：課題） ○正答率が高くなり，無解答率が０％になった。 ○３人称・単数の理解度が高まった。特にカードを使って文の構造を視覚的に提示することは効果的である。 ●それぞれの主語に対応した be動詞を選択する力が十分に身についていない。主語に応じて be動詞や一般動詞を選択させる演習等の活動を繰り返し行う必要がある。 
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次の１～４の会話文の（  ）にあてはまる最も適切な英語を，それぞれ下のア～エの中から選び，その記号を書きなさい。 
 A : What (      )Akiko and Ken do on Sunday? 

 B : They play basketball.  ア is   イ are   ウ do   エ does 

 次の会話文の（   )内にあてはまる最も適切な英語を，それぞれ下のア～ウの中から選び，その記号を答えなさい。 
A : (          ) Akiko and Keiko students? 

  B : Yes, they are.     ア Am  イ Are  ウ Is 

○ Q & A 「この人は誰？」 
1) WhoWhoWhoWho’’’’s s s s this man/woman? 
 →  HeHeHeHe’’’’s/Shes/Shes/Shes/She’’’’ssss Mr./Ms.～. 
2) Is he/sheIs he/sheIs he/sheIs he/she a P.E. teacher? 
 →  Yes, he/she is.  

No, he/she isn’t. 
   He/She is a math teacher. 

1) (     ) Hiro a student?    ―― Yes, he is. 

2) (     ) you a teacher?    ―― Yes, I am. 

3) (     ) Hiro and Jenny students? ―― Yes, they are.  

[  Am  Is  Are  ] 


