
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    北広島町立豊平中学校 ３ ８２ 北広島町立大朝中学校 ４   ９２ 北広島町立芸北中学校 ３   ６２ （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）研究テーマ及び研究のねらい ① 研究テーマ   国語・数学・英語における言語力を高めるための実践的研究～教科の特性をふまえた授業改善を通して～ ② 研究のねらい 各教科の基礎的・基本的な知識・技能の習得については，ある程度の定着が図られているものの，学校によって，定着が十分でない教科・領域があり，さらにすべての生徒に確実に定着させる取組みが必要である。活用の力については，国語の「書くこと」「読むこと」の領域，数学の「図形」「数量関係」の領域，英語の「書くこと」「読むこと」の領域について課題が見られる。論理的思考力・判断力・表現力を育成するための授業改善を図り，教員の指導力向上と生徒の学力向上をめざしたい。 また，学校・教科によって，学習に対しての意欲に差があり十分とは言えない。学習意欲の向上，家庭学習の習慣化と内容の充実及び家庭学習と授業とのリンクについても考えていく必要がある。 （２）研究組織・体制（省略） （３）研究内容 次の①～⑦の方法で研究する。 ①    対象となる学力調査の分析・整理 ②    ①で明らかになった課題をもとにした授業研究 ③    ②の時の「授業チェックシート」の実施と分析・整理 ④    調査問題の作成 ⑤    調査問題の実施後の採点，分析・整理 ⑥    生徒への生活・学習アンケートの実施と分析・整理    ⑦    指導者への指導方法についてのアンケート実施と分析・整理 研究のポイントは次のＡ～Ｃである。（ア～コは重点項目としてあげる）    Ａ 学習指導の構想   ア 発問の吟味 Ｂ 指導方法の工夫改善   イ 発問の工夫，ウ 学習形態（ペア・グループ）  エ 書く活動の工夫，オ 構造的な板書 Ｃ 授業改善につながる家庭学習の充実  カ 時間，キ 内容，ク 家庭学習の点検・評価 ケ 学校での組織的な取組，コ 授業とのリンク     

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等課題等課題等課題等    ★研究内容①について，〔「基礎・基本」定着状況調査： Ｈ２２年 推進地域内通過率(左)と県通過率（右カッコ内）の比較〕 教科名 国語 数学 英語 Ｈ２２年度 82.6(77.5) 77.1(72.6) 71.1(70.2) Ｈ２１年→Ｈ２２年比較 個人通過率が３０％未満の生徒の割合〕 教科名 国語 数学 英語 Ｈ２１ → Ｈ２２ 0 % →3.0% 0 % →6.0% 1.1%→6.0% Ｈ２１年→Ｈ２２年比較 無回答率の変化〕 教科名 国語 数学 英語 Ｈ２１ → Ｈ２２ 1.1%→3.2% 0.5%→2.7% 0.1%→2.2% ★研究内容②③について， 授業研究時「授業チェックシート」（４段階評価：平均値）からの結果 Ｈ２２年度内実施のすべての授業研究分 国語 数学 英語 Ａ－ア 発問の吟味 3.2 3.2 3.3 Ｂ－イ 発問の工夫 3.1 3.1 3.1 Ｂ－ウ 学習形態 3.3 3.3 3.1 Ｂ－エ 書く活動の工夫 3.2 3.3 3.5 Ｂ－オ 構造的な板書 3.3 3.2 3.1 ★研究内容⑥について， 生徒アンケート「教科への関心・意欲」（４段階評価：肯定的割合） 
★研究内容⑦について， 教員アンケート「指導方法について」（４段階評価：平均値）からの結果 （１）成果    ・③についての重点項目で，3.0以上の数値を示しており，改善点を意識した指導案作成および指導内容となっている。 ・⑥生徒の関心意欲について，肯定的評価が，教科によって差はあるが，一定程度上昇している。 （２）課題 ・①学力調査分析から，全体では県の通過率を上回るが，昨年度比で３０％未満の生徒および無解答数が増えた。  個の課題に応じた指導を充実させる。 ・⑦教員意識から，家庭学習について，学校の組織的な取組等の項目が下がっており，充実を図る必要がある。 （３）今後の改善方策等  ・各教科におけるより内容を焦点化した研究実践と，共同による指導案作成等により研究のポイントのア～オを充実させることで，課題の克服を図る。 ・チームリーダー会議，教科会議等で，家庭学習の充実について協議を深め，各学校の取組の充実につなげる。        
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H22年1回目→2回目 国語 数学 英語 好き ５９％→６９％ ６７％→７０％ ６４％→６２％ 楽しみ ５０％→６３％ ６２％→６５％ ５７％→５９％ 役立つ ７４％→７９％ ７６％→７７％ ７３％→７８％ 分かる ７６％→８５％ ７９％→８１％ ７５％→７１％ H22年1回目→2回目 国語 数学 英語 Ｃ－ク 点検・評価 4.0→4.0 3.4→3.2 4.0→3.6 Ｃ－ケ 組織的取組 3.0→2.3 3.0→2.6 2.4→2.2 



３３３３    実践事例実践事例実践事例実践事例 【国語】 （１）学力調査結果の分析と課題 （今年度の学力調査で通過率・正答率が特に低いもの） 基礎三 ３(３) 登場人物の心情を把握して後の表現に合うように書く 47.7 % （県51.4 %） 基礎五  記述2 意見を支える適切な理由を書く 52.3 %  (県60.8 %） 全国Ｂ ３二 本文中の表現がたとえている内容をとらえて書く 36.2 %  (全35.5 %） 全国Ｂ ３三 二つの表現に共通した面白さについて自分の考えを書く 50.0 %  (全62.0 %） ・表現の特徴や論の展開の仕方に注意して内容を読み取ること。 ・読み取ったことや自分が考えたことを的確にわかりやすく書くことに課題があるととらえた。 （２）授業改善の方法 ・「読むこと」については，表現を手掛かりにして内容を読み取り，根拠を明らかにしてまとめる言語活動の充実を図る。 ・「書くこと」については，複数の情報を比較して的確に整理し，目的に応じて書く言語活動の充実を図る。 （３）実践内容  今年度の研究授業では，学力調査等の課題をもとに説明的な文章の単元および書くことの単元をとりあげた。指導にあたっては，論の展開に注意して内容を読み取り，根拠を明らかにして読み取ったことを表現させたり，要約をさせたりするように活動を工夫している。 ≪主な内容≫ ア ねらいを明確にし，どのような言語活動を取り入れると学習内容の理解が深まるかという視点を持つ。 ・生徒に何のためにこの活動をするのかという目的意識をもたせる。 イ 接続語，指示語等に注意して説明的文章の段落の構成を考えさせる。 ・教材の提示の仕方を工夫し，構成を考えさせる。 ・構成を考える際に，根拠を明らかにさせる。 ＊段落相互の関係ついては，地域内４校中２校が県平均と同等，あるいは県平均以下のため取り上げる。 ウ 個人思考と集団思考を組み合わせ，思考を深めさせる。 ・個人差を考慮し，囲む・線を引く等の活動をさせる。・集団思考後にもう一度個人思考の時間をとる。 ・個の意見が反映される小集団での練り合いの工夫。 エ 適切な根拠の条件を理解させて，意見文を書かせる。 ・様々な根拠例の比較を通して，よい根拠の条件を理解させる。 ・よい根拠の条件を踏まえて自分の意見文を書かせる。 オ 小学校での学習を踏まえた指導を行う。 ・小学校での指導内容を系統的に理解しておく。 

・定着状況をとらえ，実態に合った指導を行う。 ・繰り返しスパイラルに指導を行う。 （４）実践事例 ① 学年と単元  第１学年 「根拠を示して書こう」  ② 単元の目標  ・根拠を適切な内容にし，表現の仕方を工夫しようとする。 ・適切な根拠の条件を理解して書くことができる。 ・根拠の明確さについて評価･批評することができる。 ・文章の形態や論理の展開について理解している。 ③ 授業改善のポイント ア 指導方法の工夫 ・意見文を書く際に必要な条件（明確な意見，適切な根拠，頭括型・双括型の構成）を確認し，まず意見文を書かせる。 ・さまざまな視点から意見の根拠を考え，その根拠が適切かどうかを判断する視点を持たせる。 ・視点に沿って各自が書いた意見文の根拠を評価・批評させ，推敲させる。 イ 教材の工夫 ・教科書の根拠例に指導者が考えた根拠例を加え，適切な根拠とそうでない根拠を比較・検討させる。そして，どのような根拠が読み手を納得させることができるのかを理解させる。 ④ 授業の様子 意見を支える根拠例６つの中から，根拠としてよりふさわしいものを３つ選ばせた。生徒はその過程を通じて，よい根拠の条件として，意見のよさを客観的に示すこと，具体的に示すこと，対立する意見と比較して示すことなどを挙げていった。 その後，よい根拠の条件に照らして事前に書いた意見文を見直すことで，自分が書いていた根拠を評価し，より説得力のある根拠を考えようとする様子が見られた。 ⑤ 検証 単元末に広島県「基礎・基本」定着状況調査 五と同様の問題を実施し，次の状況をみた。 ・よい意見文を選び，その根拠を２つ挙げることができる。 ・根拠として適切な内容を書くことができる。 （H22年度「基礎・基本」五 記述２ 適切な理由と 検証問題についての回答状況）  通過率 正答率 準正答率 誤答率 無回答率 広島県 60.8%   32.3% 6.9% 推進地域 52.3% 36.9% 15.4% 44.6% 3.1% 本校１年 26.1%  6人 8.7%  2人 17.4%  4人 70.0%  16人 4.3%  1人 検証問題 77.3%  17人 45.5% 10人 31.8% 7人 22.7% 5人 0% ・よい意見文(ア)を選ぶ…22人→20人      ・理由を２つ以上挙げる…12人→19人 ・根拠として適切な内容を２つ書く…2人→10人 根拠として適切な内容を１つ書く…4人→7人 ⑥ 成果（○）と課題（●） ○意見文をどういう視点で評価しそれをどのように表現すればよいかを学習したことで，通過率がアップした。 ○事前の調査に比べ，様々な視点から根拠を挙げることができた。 ●よい意見文を選ぶことができない生徒がいる。 ●整った文で，分かりやすく表現することができない生徒がいる。 



【数学】 （１）学力調査結果の分析と課題 (今年度学力調査で，通過率・正答率が特に低いもの) 基礎５(2) 円すいの体積，円柱との比較 55.4 % （県 55.7 %） 全国Ａ８ 証明の意義，条件付加 44.2 % (全 50.0 %) 全国Ａ９(2) 比例のグラフと座標 36.8 % （全 43.1 %） 全国Ａ11(3) 具体的事象から１次関数の式 21.1 % （全 26.3 %） 領域では「数量関係」「図形」に課題が多い。 文字を用いた説明，証明の意義等の理解，及び具体的事象から数量関係を見いだし，表・式・グラフに表したり相互に関連づけて考える力等に課題がある。  （２）授業改善の方法 ・系統性を考えた教材分析を行う。 ・より視覚的にとらえられる教材・教具の工夫を行う。 ・思考過程が深まる発問・指示の工夫を行う。 ・学習内容が整理できるワークシートの工夫を行う。 ・論理的思考力が培われる多様な学習形態の工夫を行う。  （３）実践内容 研究授業では，学力調査等で課題になった問題を中心に取り上げ，指導改善の視点を明らかにして実践を行った。また，研究協議では，ＫＪ法を用いるなど研修方法を工夫し，成果と課題を明確にしながら指導改善に努めた。 ≪主な内容≫  ア「数学的な見方・考え方」を育てる授業づくり ・「覚えさせる」授業から「考えさせる」授業を意識する。 ・教師の言語力を高め，明確な発問・指示を行う。 ・既習事項について整理し，新たな課題と比較・分類する活動を通して，思考力を身につけさせる。  ・具体的な事象から数量関係を見い出す活動や，言葉や数・式・図・表・グラフ等の相互を関連づけた指導を重視する。 イ 授業展開の工夫 ・個人思考から集団での練り合いへ，そして個人思考に返す等，数学的な思考が深まる授業展開を行う。 ・生徒の思考が深まるようにワークシートの工夫や板書計画を作成する。 ウ 評価と指導後の検証 ・本時の「めあて」に基づいた評価活動を行う。 ・研究授業の検証を行い，子どもの変容を分析する。  （４）実践事例 ① 学年と単元 第２学年 「１次関数」 

② 単元の目標 ・事象の中には一次関数としてとらえるものがあることを知る。 ・一次関数について，表，式，グラフを相互に関連付けて理解する。 ・二元一次方程式を関数を表す式とみる。 ・一次関数を用いて具体的な事象をとらえ説明する。 ③ 授業改善のポイント ア 指導方法の工夫 ・数量関係を表・式・グラフの３つの条件から構造的にとらえて整理できるように，ワークシートを工夫する。 ・数学用語の意味と表現・処理した手順を，ペアやグループで交流し，正確に理解させる。 イ 教材の工夫 ・１次関数の表・式・グラフの３つの関係を意識させる課題の設定と教材提示を行う。 ④ 授業の様子 ・ワークシートを実物投影機で映し出して説明することで，式・グラフ・表の関連がよくつかめていた。 ・ワークシートの工夫で，学習の見通しがよく分かり，生徒は意欲的に学習に取り組んでいた。 ・個→ペア→グループの流れがスムーズにできていた。 ・数学的な考え方の良さ，数学の『必要性』を意識した授業づくりであった。 ・思考を深めるために，なぜそうなるのか生徒に説明させる切り返しの発問がさらに必要であった。 ⑤ 検証 単元末に平成２２年度全国学力・学習状況調査Ａ１１ （３）と同様の問題を実施し，次の状況をみた。 「与えられた数値から１次関数の式を求める」問題 
  ※１次関数の式で，切片を求める過程の計算処理ミスがあった。問題把握ができていない生徒もいた。 ⑥ 成果（○）と課題（●） ○表・式・グラフを関連づけた学習展開やワークシートを工夫することで，生徒の思考を深めることができた。 ○１次関数の他の問題においても多様な手法で解法しようとする生徒が増えてきた。 ○自分の考えを，言葉で表現できる生徒が増えてきた。 ●教師の説明や発話量を減らす工夫を行い，生徒に考えさせ交流させる授業づくりを，さらにすすめていく。 ●話し合いの質が高まらないグループに対しての支援を考える。 ●計算処理の定着をいっそう図るためには，複数のパターンを示し，繰り返し学習を行う。  

 昨年度北広島町調査問題 単元末 正答率 ３９．３％ ４７．６％ 無回答率 ０％ ０％ 
ＫＪ法を用いて互いに指導の協議 



【英語】 （１）学力調査結果の分析と課題 ・「書く」技能を支える「聞く」「話す」「読む」技能をバランスよく関連付けた指導 ・語彙の定着 ・文のきまりを考えながら正しい語順で文を組み立てて作る力 ・失敗を恐れず，まとまりのある英文で表現する力  （２）授業改善の方法 ・「書く」場面を多く取り入れた授業展開を意識して行う ・３校で共通した内容の取組みをすすめる。  （３）実践内容 ア 「書く」場面を多く取り入れた授業展開 （主語・動詞を意識させた活動） （３文，５文，８文を書かせるユニットを，共通して３校で取り組む） イ 生徒の誤答やつまずきを把握し，その手立ての工夫 （「転換English」の活用，１つの英文を指示に従って変えていくドリル練習） ウ 「ちょっと チョット Ｃｈａｔ英会話」の実施 （質問に対して主語と動詞のあ る正しい英文で答えるペア学習 を活用した対話練習）  （４）実践事例 ① 学年と単元 第２学年 Ｕｎｉｔ３   ② 単元の目標  ・不定詞（副詞的用法・名詞的用法）の意味と使い方について理解し，それを用いて自分や相手のことについて表現することができる。 ③ 授業改善のポイント ア 指導方法の工夫 ・英文を指示にしたがって転換する「転換練習」を取り入れ，英文のルールに慣れさせる。（３）－イ ・活動に置いて口頭練習・音読練習を徹底し，音声からの定着を図る。 ・小テスト・ワークシート・宿題ノートなどで語彙や英文を書く機会に多く触れさせ，英文を正しく書く力の定着を図る。 ・ペアによる活動を取り入れ，基礎学力やコミュニケーション能力の定着や向上を図る。（３）－ウ イ 教材の工夫 ・転換Ｅｎｇｌｉｓｈにおいて，パワーポイントを用いて視覚に訴えながら定着を図る。 ・口頭練習において，ピクチャーカードを用いて交換しながら行い，数多くの文をドリル形式で発話させる。 ・ワークシートにおいて，「話したこと」をヒントとして「書くこと」へつながるようなワークシートを作成

し，一連の流れの中で文法事項の理解を支援する。 （３）－ア ④ 授業の様子 ・不定詞のまとめの授業で，話すこと・聞くこと・書くことを通して，不定詞の基本を再度確認することができていた。 ・ペア学習を取り入れ，分からないことを聞きあったり，辞書で調べ合ったりすることができていた。 ・インタビューをした内容を書く活動へとつなげていったが，英文を書くのに早く書き終えた生徒と時間がかかる生徒がおり，時間差が生じた。 ⑤ 検証 ・「自分の考えや気持ちなどが読み手に正しく伝わるように書く（学習指導要領 エ 書くこと （エ）身近な場面における出来事や体験したことなどについて，自分の考えや気持ちなどを書くこと）」の問題において，  事前 事後 正答率 ５７．４％ ６３．３％ 無回答率 １６．２％ ８．８％ ⑥ 成果（○）と課題（●） ○導入→復習→インタビュー→英作文と流れが丁寧で，生徒が安心して活動を行っていた。 ○「転換Ｅｎｇｌｉｓｈ」と「ちょっとチョットｃｈａｔ」は，英語の絶対量を増やす活動になっているので，継続して行っていく。 ○授業後の検証問題において，無回答率が半減した。授業で，自分のことや相手のことを書く活動を取り入れたことが，生徒の自信となり，テストの問題でも書こうという意欲につながったと考えられる。 ●早く書き終えた生徒に対して，暇な時間を作らないように，活動をいったん切る，＋αのつながりのある英文を書くなどの工夫をする必要があった。 ●英語は言語の授業であるので，インタビューにおいて一方的に終わらせるのではなく，会話をしたくなるような場面を設定することと，投げかけられたらあいづちなどを用いて何かを投げ返すという相互作用の言語活動を仕組む必要があった。 ●重要文の全体での発話練習において，もっと生徒の視覚に訴えて練習させると生徒のインプットの負荷が下がる。そして，そこで得たイメージを持ちながら，ペアでのインタビューや書く活動へつなげていくと，生徒の英文を書く量を増やすことへつながる。 ●最後に全体の中で個に発話させ，本時のねらいが達成できているかを指導者がみとる時間を作ることで，生徒の中に緊張感も出てくる。１時間の中にそういう刺激を入れることで生徒に力がつく。 

ペアによる対話練習 


