
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：：：：因島因島因島因島・・・・瀬戸田地区研究推進地域瀬戸田地区研究推進地域瀬戸田地区研究推進地域瀬戸田地区研究推進地域    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    尾道市立因北中学校尾道市立因北中学校尾道市立因北中学校尾道市立因北中学校    ７７７７    １７５１７５１７５１７５    尾道市立重井中学校尾道市立重井中学校尾道市立重井中学校尾道市立重井中学校    ４４４４            ７６７６７６７６    尾道市立瀬戸田中学校尾道市立瀬戸田中学校尾道市立瀬戸田中学校尾道市立瀬戸田中学校    ７７７７    １３８１３８１３８１３８    尾道市立生口中学校尾道市立生口中学校尾道市立生口中学校尾道市立生口中学校    ３３３３    ４３４３４３４３    （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 生徒の思考力・表現力の育成  ―学力分析に基づく授業改善― ②研究のねらい  全国学力・学習状況調査，「基礎・基本」定着状況調査の結果，基礎的・基本的な知識・技能と活用の力に課題があることが分かった。各教科における付けたい力を明確にし，指導方法の工夫改善を図ることを通して，思考力・表現力を育成する。  ＜各教科における付けたい力＞          （２）研究組織・体制（省略） （３）研究内容 ① 課題分析の方法について研修 ② 地域共通の課題を発見 ③ 地域共通の課題克服，「ひろしま」学びのサイクル，言語技術を意識した研究授業・研究協議の実施 ④ 調査問題の作成，実施，分析及び再検討 ⑤ 授業チェックシート，生徒質問紙，学校質問紙による調査の実施と分析 ⑥ 地域共通の課題の力を「ワースト１０」としてリストアップ，課題克服のための研究授業を実施 ⑦ 授業改善のポイント 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑧  地域共通の課題克服に今後も継続的に取り組むため，年間指導計画に「ワースト１０」への対応策を位置付ける。 

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等課題等課題等課題等 （１） 成果 ア 「ひとり学び」の場面におけるワークシートの工夫及び発問や活動内容の工夫等を行い，「じっくり考える」時間を保障したことにより， B問題の正答率が上昇した。 【H21･H22全国学力・学習状況調査結果における全国平均との差】 全国平均との差 平成２１年度 平成２２年度 国語B問題 －０．６ ＋１．７ 数学B問題 －３．８ ＋５．４ 
 イ  付けたい力が付いてきた。 「ワースト１０」をリストアップしてねらいを焦点化した指導を行うことにより，付けたい力に向上が見られた。 【各教科検証問題】（「基礎･基本」定着状況調査問題） 平成21年と平成22年（英語は平成22年４月と12月）の比較 
 ウ 生徒の意識の高まりが見られた。  小集団や集団で話し合う活動を取り入れたことにより，思考や表現に対する生徒の意識の高まりが見られた。 【H21･22「基礎･基本」定着状況調査(生徒質問紙)】 
エ 学習意欲が高まった。 「ひとり学び」における，指導方法の工夫により，学習意欲を高めることができた。また，振り返りカードを導入することにより，達成感を味わわせたことが学習意欲の向上につながっている。    （２） 課題 ア 通過率３０％未満の割合が増加した。 ・「ひとり学び」における，課題のある生徒に対する手立ての更なる工夫が必要である。 ・小集団学びにおける役割分担（司会・発表者・記録）と話し方・聞き方の指導について明確でない点が残されている。 ・学力の下位層の学習意欲を高める活動の工夫が必要である。   イ ワークシートは思考力の育成に有効であるが，今後さらに自力で課題解決する力を育成するための工夫が必要である。   ウ 評価を指導に生かす取組を地域全体に広げる。学習意欲は高まったので，家庭学習の習慣化を徹底する。   エ 「集団学び」については，学習の深まりという視点で，まだ十分とはいえない。  （３）今後の改善方策等 ア 「ひとり学び」における個人指導の充実により，「小集団学び」における全員発言ができる態勢を作る。 イ ワークシートなしで課題解決できるまで習熟させる。 ウ 地域共通の検証問題を実施後，４校のデータを比較し授業改善に役立てる。家庭学習を徹底させる仕組みを機能させる。 エ 「集団学び」では，「ひとり学び」でもたせた個人の考えを交流させ，全体で深めさせていくことができる発問の工夫が必要である。     

国語 三４（２） 数学３（１） 英語１２ 
+１３．３％ +３．７％ +９．７％ 
生徒質問紙における課題となる項目 （平成22年５月と９月の比較） 肯定的評価の割合の差 順序性に気をつけて説明すること ３．８％ 異なる意見も取り入れながら自分の考えを話すこと ４．６％ ＜国語科＞・語彙力 ・文章の展開に即して内容を把握する力 ＜数学科＞・基礎的・基本的な知識・技能（特に「数量関係」の領域） ・活用する力（特に「文字式」の活用） ＜英語科＞・ルールに従って正しい英文を作る力        ・事実や自分の考えについて，つながりを考え，まとまりのある英文で表現する力（特に「書くこと」の領域） 

 ア 指導方法の工夫 地域共通の授業モデルに沿った指導    ・ひとり学びを促すため比較して考える視点を導入 「ひとり学び」における思考力の育成を図るための指導方法の工夫 ・小集団学びにおける説明，論述などの交流活動の充実 ・集団学びにおける説明，論述などの交流活動の充実  イ 教材の工夫 ・フラッシュカード等による基礎・基本の反復練習 ・ワークシートを活用した「書く活動」における思考の整理 ウ 評価の工夫 ・学んだことを文章にまとめる活動（振り返りカードの活用） ・地域共通の評価問題及び検証問題による検証 



３３３３    実践事実践事実践事実践事例例例例    【国語】 （１）教科の調査結果の分析 平成２１年度「基礎・基本」定着状況調査三４（２） 〈登場人物の心情の把握〉 本地域通過率３７．８％，広島県４４．０％であった。 誤答の内容は，書き表した内容が不十分であった解答が６．７％，読解が間違っていた解答が２６．７％，無解答が２６．７％であった。   （２）調査結果からの課題   文章のあらすじをおおまかにとらえる力，言葉を手掛かりに心情を読み取る力，読み取ったことを自分の言葉で表現する力に課題がある。まず「読む」力をつけ，その上で「書く」力を高めていく必要がある。 （３）学年 第２学年 （４）単元の紹介 ① 単元名【短歌を味わう・短歌十二首】 ② 単元の目標  ・音読を通して，短歌のリズムに親しむ。 ・短歌作品にふれ，語句や表現から情景や心情 を読み取り，文章にまとめる。 ③ 単元の展開（指導計画）（全６時間） 

 （５）授業改善のポイント   ① 指導方法の工夫    ・音読を繰り返して，短歌になじませる。    ・モデルを示すなど，課題の提示を工夫する。    ・読み取った内容を文章に表現させる。    ・比較の視点をもたせて，考えさせる    ・小集団で意見の交流を行わせる。   ② 教材の工夫 ・考えを整理させ，深めさせるために，ワークシートを用いる。   ③ 評価の工夫 平成２２年度「基礎・基本」定着状況調査三４（２） 

（６）授業の様子（生徒の変化） イ．啄木の短歌の鑑賞文…生徒の記述した文章の例         オ．比較の視点で短歌を二首選び，自分はどちらの短歌が好きか，理由を考えて書く。…生徒の記述した文章の例          〔交流を終えて…生徒の感想より〕  「みんな，自分の思ったことや考えたことを分かりやすく伝えることができた」と自己評価や相互評価ができていた。  また，「自分の体験と重ね合わせた短歌の鑑賞は，内容が充実している」「同じ短歌を選んでいても，自分とは違う点に着目している」「自分では気付かないようなことを取り上げている。」など，新たな見方をもつことができていた。  （７）検証 【国語科検証問題】 「基礎･基本」定着状況調査問題 三４（２）       （８）成果（○）と課題（□） ○「ひとり学び」において，比較の視点で読み取ることで，それぞれの語句や表現の読取が深まり，情景や心情等，内容を把握する力が向上した。 ○６０．０％の生徒が正答したことは一つの成果だと考えられる。また，無解答の生徒がいなかったことは，書くことに対する抵抗が薄れていることの表れである。 □正答の内容を見てみると，本文中の言葉を使って，解答枠に合う形で書いてはいるものの，「だれよりも速いボールを投げ，向かってくる相手より強くなればいいという単純なもの」という模範解答例ほどには，完全な形ではなかった。文章のあらすじをおおまかにとらえる力，言葉を手掛かりに心情を読み取る力は付いてきているので，読み取ったことを自分の言葉で表現する力を付けていく必要がある。また，誤答した４０．０％の生徒については，言葉を手掛かりに心情を読み取る力にも課題が残る。引き続き取り組んでいきたい。   

ア．短歌三首の基礎的事項をとらえる。（１時間） ・基礎的事項（短歌の形式・表現技法・句切れ・大意など）をしっかり学ぶ。 ※ワークシートで学習のスピードアップ！…時間配分の工夫。 イ．一首とりあげ，鑑賞文を書く。（１時間） ・鑑賞文のポイントをおさえる。 ・鑑賞文を，作者の気持ちになって一人称で書くか，三人称で説明するかを選ばせ，取りかかりやすいように，書き出しを指定する。 ウ．短歌十二首を音読し，基礎的事項をとらえる。（１時間） ・「交互読み」「リレー読み」「ペア読み」「通し読み」「早読み」など，音読の工夫をして，言葉やリズム，表現や内容を意識させる。 エ．短歌を二首選んで比べる方法について学ぶ。（１時間） ・モデルを提示して，学習方法を示す。 「あたたかさ」という言葉が使われている二つの短歌を比べて，共通点と相違点を考える。(比較の視点) 『ゆふぐれの雪降るまへのあたたかさあたたかさあたたかさあたたかさ街のはづれの群衆の往来』    『「寒いね」と話しかければ「寒い」ねと答える人のいるあたたかさあたたかさあたたかさあたたかさ』 その後，班で交流し，全体で発表する。 オ．比較の視点で短歌を二首選び，自分はどちらの短歌が好きか，理由を考えて書く。（１時間）  カ．班で交流し，全体で発表する（１時間）。  
 平成２１年６月 平成２２年７月 通過率 ４０．０％ ６０．０％ 誤答率 ３３．３％ ４０．０％ 無解答率 ２６．７％  ０．０％ 

 〔三人称の例〕 彼は，「疲れ」という言葉を強調してい
る。「こころよき疲れ」とあるが，私も

「気持ちのよい疲れ」を感じることがあ
る。それは，部活動の練習をがんばった

あとの「疲れ」だ。自分のしなければな
らないことをやりきったときのうれしさ

を，「こころよき」と表現しているのでは
ないだろうか。  〔一人称の例〕 （心のつぶやき）ああ，気持ちのよい疲

れだ。こうしてため息も一日がんばった
証だ。明日もこんな疲れがくるといい。 選んだ短歌 観覧車回観覧車回観覧車回観覧車回れよれよれよれよ回回回回れれれれ想想想想ひひひひ出出出出はははは君君君君にはにはにはには一日我一日我一日我一日我

にはにはにはには一生一生一生一生    「「「「寒寒寒寒いねいねいねいね」」」」とととと話話話話しかければしかければしかければしかければ「「「「寒寒寒寒いねいねいねいね」」」」とととと
答答答答えるえるえるえる人人人人のいるあたたかさのいるあたたかさのいるあたたかさのいるあたたかさ  観覧車の短歌は，「今日の思い出は君にとっては

ただの一日かもしれないけれど，わたしにとっては
一生のことなのです。」という，片思い中の子の気

持ちを表しています。 「寒いね」の短歌は「あまり深い意味もなく，
『寒いね』と話しかけても，それに対してちゃんと

答えてくれる人がいるって幸せだなあ。」という両
思いの子の気持ちを表しています。 

私は，今片思い中なので，観覧車の短歌の方が気
持ちがよくわかって好きです。  

書くことに抵抗がなくなり，無解答がなくなった！ ひとり学び 
ひとり学び 小集団学び・集団学び 小集団学び・集団学び 



【数学】 （１）教科の調査結果の分析   平成２１年度全国学力・学習状況調査数学Ｂ２設問（２）（「１段目にどんな連続する自然数を入れても，３段目の 数はいつも４の倍数になる。」という健治さんの予想が 正しいことの説明する） 問題の正答率は，全国４０.６％（県４０.５％）に対して本校３２.６％であり，文字式を用いて理由を説明する力が身に付いてない結果であると考えられる。 （２）調査結果からの課題  ①文字式の意味を読みとる力  ②文字式を活用し，事柄が成り立つ理由を説明する力 （３）学年 第３学年 （４）単元の紹介    ①単元名 式の計算    ②単元の目標 ・単項式と多項式の乗法，多項式を単項式でわる除法，多項式どうしの乗法について理解し，その計算をすることができる。 ・式の展開のうち，よく使われるものを乗法公式として導き，それを用いて式の展開を能率よく行うことができる。 ・素数と素因数分解の意味を理解するとともに，自然数を素因数分解することができる。 ・式の展開の逆の操作である因数分解の意味を理解する。 ・公式や分配法則を用いて，多項式を因数分解することができる。 ・式の展開や因数分解を利用して，数や図形の性質を証明することができる。 ③ 単元の展開（指導計画）（全１８時間） 次 時数 内容 １ ７ 式の乗法・除法， (単項式)×(多項式)，(多項式)÷(単項式)の計算をする。 式の展開， 多項式どうしの乗法の計算をする。 乗法公式 乗法公式を用いて式の展開をする。 ２  ９ 素因数分解 整数を素数の積で表す。 因数分解 公式を用いて因数分解する。 式の利用 式の計算，整数の性質の証明などに，乗法公式や因数分解が利用できるようにする。 ３ ２ まとめ   

（５）授業改善のポイント ① 指導方法の工夫 ・事象の中にある数量の関係を発見し，文字を用いて公式化する活動を取り入れる。 ・生徒たち自身で作った式を読みとり合ったり，説明し合ったりする活動を取り入れる。 ② 教材の工夫 ・面積の求め方を公式化する過程において，視覚的にも理解できるような自作の教具を利用する。 【意欲を高める教材の工夫】 ・２種類のワークシート（ヒントを記述したものとしないもの）を準備し，考える手がかりとする。                     【ワークシートの工夫】         ワークシート（難）    ワークシート（易） ウ 評価の工夫 ・授業終了時に生徒に自己評価をさせ，振り返りをさせる。 ・評価問題を作成し，単元終了後に実施して検証する。 （６）授業の様子（生徒の変化）   ・班での話し合いが積極的に行われ，生徒同士の教えあいを通し思考を深めることができた。    ・各班の発表を熱心に聞いていた。班の発表を聞く生徒の姿勢が良かった。 ・生徒同士お互いの意見を大切にしている様子が窺えた。           班での話し合いの様子      全体への発表の様子  （７）検証 平成２１年度全国学力・学習状況調査数学Ｂ２設問（２）と同じ問題を実施した。その結果，正答率は３２．６％から５９．２％に上昇した。また，４の倍数であることの 説明の記述がされていない者の割合が２６．１％から９．５％ に減少した。  （８）成果（○）と課題（□）  ○「ひとり学び」におけるワークシートの工夫により，一人一人の思考の支援ができた。  ○ 事象の中にある数量の関係を発見し文字を用いて公式化する活動や，生徒たち自身で作った式を読みとり合ったり説明し合ったりする活動を通して，文字式を用いて理由を説明する力が向上したと考えられる。   □ 計画的に文字式を活用し根拠を明らかにし，それに基づいて結論を導く過程を重視した指導を行う必要がある。  

ひとり学び 
ヒントの記述あり。 ヒントの記述なし。 

小集団学び 集団学び 



【英語】 （１）教科の調査結果の分析 平成22年度「基礎・基本」定着状況調査 6(4) 次の会話文の（  ）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。 
 通過率 本地域 １６．７％ 広島県 ３０．４％  （２）調査結果からの課題   ① be 動詞の疑問文と一般動詞の疑問文の作り方の違いを理解し，正しい英文を作る力   ② do / does の使い方を区別する力 （３）学年 第１学年 （４）単元の紹介 ① 単元名 Program ６ シアトルでの１日 ② 単元の目標  ・家族または先生について紹介文を５文以上で書くことができる。 ・紹介した人について簡単な質疑応答ができる。 ・３人称・単数・現在の－ｓ，does，Wh-疑問文を理解し，運用できる。 ③ 単元の展開（指導計画）（全１０時間） 次 時数 内  容 １ ２ 復習，３人称・単数・現在の－ｓ，本文理解 ２ ２ doesを含む文，本文理解 ３ ２ Wh-疑問文，本文理解 ４ ４ まとめと練習，紹介文を書く活動，面接テスト    （５）授業改善のポイント   ① 教材の工夫      ・既習事項であるbe動詞の疑問文と一般動詞の疑問文 の作り方について，ワークシートを活用して定着させる。 ② 指導方法の工夫  ・学習の負担を軽減するために，スモールステップにより確実に定着を図る。 

   ・正しい語を選択させる活動    

Do / Does 主語によって使い分けよう！ １ (     ) yoyoyoyouuuu play tennis?   ２  (     ) he he he he play tennis?   ３  (     ) your fatheryour fatheryour fatheryour father have a car?  （省略） ＜指導＞書く活動：ひとり学び（じっくり考える）     ・空欄を補充しながら音読する活動（反復練習）     ・ペアで確認→音読タイムレース    ・Do / Does / Is / Are を選択させる活動 
Do / Does / Is / Are     １ (      ) you Ken?   ２  (      ) you like like like like soccer?   ３ (     ) he he he he play tennis?   ４  (     ) sheshesheshe have a bike?      （省略） ＜指導＞図式化した板書による説明     書く活動：ひとり学び（じっくり考える）      ・空欄を補充しながら音読する活動（反復練習） ・ペアで確認→音読タイムレース→書いて自己診断    ・対話によるつながりのある文を作る力を育成する。 （活用例） 人物当てクイズ ”5 questions”  （”20 questions” を変形させたクイズ） ・男それとも女？Is it a he or a she? ・何する人？What does he/she do? ・さらにつっこんで What sport / What subject /  What kind of music / Where    ③ 評価の工夫    反復練習を計時することにより，意欲を高める。  （６）授業の様子（生徒の変化） ・Do /Are Do / Does Do / Does / Is / Are と段階を踏んで使い分けをしていくことにより，理解が深まった。 ・作った英文を使ったコミュニケーション活動では，つながりを考えて対話を続けようとする姿が見られた。 

        ペアで確認している様子    作った英文で交流する様子 （７）検証 定期テストで，地域全校全学年に「基礎・基本」定着状況調査問題６（４）と同じ問題を出題した。 正答率 事前 事後 １年  ６０．４％（H22.12） ２年 １６．７％（H22.6） ５０．４％（H22.12） ３年 ２５．０％（H21.6） ６５．７％（H22. 7） （８）成果（○）と課題（□）   ○正しい語を選択して英文を作る力が付いた。   ○「ひとり学び」の工夫（スモールステップなど）と，「小集団学び」（ペア学習）における交流，そして教材や活動内容の工夫により学力下位層への指導ができた。   ○反復練習を工夫することにより，学力の上位層にも充実感を味わわせることができた。   □４校の状況が異なり，全ての指導過程を全てのクラスで実施することはできなかった。   □今後はこの指導を２年・３年でも計画的に復習として実施できるよう作成中のシラバスに組み込む。 

A: What (     ) Masao and Takashi do on Saturday? B: They play soccer.    (注) Masao マサオ（人名）Takashi タカシ（人名） ア do    イ does    ウ is     エ are  

Do /Are  主語の後に一般動詞一般動詞一般動詞一般動詞があったら助っ人 （助動詞）のDoDoDoDo    を使おう！           １ (      ) you Ken?   ２  (      ) you like like like like soccer?   ３ (      ) you a student?    ４  (      ) you playplayplayplay the piano?   （省略） ＜指導＞書く活動：ひとり学び（じっくり考える）      ・空欄を補充しながら音読する活動（反復練習）      ・タイムレースによる定着を図る活動 ひとり学び 

ひとり学び 小集団学び 
ひとり学び 小集団学び 

小集団学び 小集団学び 

集団学び 


