
事業名事業名事業名事業名：：：：中学校中学校中学校中学校学力向上学力向上学力向上学力向上対策対策対策対策事業事業事業事業    推進校名推進校名推進校名推進校名：：：：広島市立温品中学校広島市立温品中学校広島市立温品中学校広島市立温品中学校    所在地所在地所在地所在地：：：：広島市東区温品八丁目広島市東区温品八丁目広島市東区温品八丁目広島市東区温品八丁目５５５５－－－－１１１１        ＨＰ：ＨＰ：ＨＰ：ＨＰ：http://www.nukusinahttp://www.nukusinahttp://www.nukusinahttp://www.nukusina----j.j.j.j.edu.city.hiroshima.jp/edu.city.hiroshima.jp/edu.city.hiroshima.jp/edu.city.hiroshima.jp/    学校規模学校規模学校規模学校規模：：：：１１１１４４４４学級学級学級学級，，，，４４４４５１５１５１５１名名名名（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 学習意欲を高め，基礎・基本の確実な定着を目指す授業の創造 ～少人数グループによる話し合い活動を通して～ ② 研究のねらい 昨年度の少人数グループによる話し合い活動の導入から，本年度は全教職員が話し合いの種類を意識した上での授業への導入と，一つステップアップすることによって，学力の向上および生徒のコミュニケーション能力の向上を目指す。  （２）研究組織・体制(省略)  （３）研究内容 ① 授業研究の方向性の共有化 ・ 少人数グループによる話し合い活動を取り入れた指導方法の工夫 ・ 言語能力・コミュニケーション能力育成のための授業改善 ・ 先進校の視察 ② 基礎学力の定着及び学習習慣の定着 ・ 教材の工夫・開発 ・ 自主学習ノートや宿題提示の工夫 ・ 全教科で共通した授業規律の徹底 ・ 関心・意欲・態度を高めるための授業評価の工夫 ③ 授業研修会の充実 ・ 授業研修会の枠組み      教師全員による年1回以上の授業公開の実施      （国・数・英については月１回の実施） ・ 全教科・全領域で言語活動の充実を図るための研修会を年５回実施 ・ 教科内授業研修会の実施  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 国語においては，平成21年度の「基礎・基本」定着状況調査において，県平均より3.4ポイント下回っていたが，平成22年度の全国学力・学習状況調査においては，県平均をＡ問題で1.3ポイント，Ｂ問題で6.3ポイント上回った。数学については平成21年度「基礎・基本」定着状況調査において，県平均より3.6ポイント上回っていたが，平成22年度の全国学力・学習状況調査においては，Ａ問題で7.4ポイント，Ｂ問題で7ポイント県平均を上回った。(図１，図2)。英語については，平成21年度の「基礎・基本」定着状況調査において，県平均より，0.4ポイント下まわっており，H22年度の「基礎・基本」定着状況調査に

おいては，0.2ポイント下回っている。 図１ 同一母集団における変化 (国語科) 同一母集団における変化（平均通過率）Ｈ２１「基礎・基本」定着状況調査、Ｈ２２全国学力・学習状況調査【国語科】
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％ 広島県温品中  図２ 同一母集団における変化 (数学科)  同一母集団における変化（平均通過率）Ｈ２１「基礎・基本」定着状況調査、Ｈ２２全国学力・学習状況調査【数学科】
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H21基礎 H22全国Ａ H22全国Ｂ　
％ 広島県温品中  平成22年度の「基礎・基本」定着状況調査生徒質問紙の「国語の授業はよくわかります」という項目の肯定群が87.6%(平成21年度)であったものが,88.2%(平成22年度)と高い水準を維持できている。また「国語の授業は好きですか」の肯定群が78.8%(平成22年度)であり，県平均を21ポイントと上回った。 数学については，「分かっていることや求めたいことを考えながら問題を読んでいる」の肯定群が69.9％(平成21年度)から74.5％(平成22年度)に上昇した。また，「数学の勉強は大切だと思う」の肯定群が52.2％,「数学ができるようになりたい」は80.5％,「授業がよく分かる」は42.5％といずれも県平均を上回った。 英語については，「ペアやグループなどで活動を行うことが好きです」の項目で「よくあてはまる」が45.1％(平成22年度)と少人数グループを取り入れた活動に意欲的に取り組めている。  （２）課題 国語については，平成22年度「基礎・基本」定着状況調査生徒質問紙の「目的に応じて資料を読み,自分の考えを話したり,書いたりしていますか」の項目の肯定群が59.3%で県平均を7.7ポイント上回っており,取組の成果はあったが，授業において，少人数グループﾟでの話し合い活動の取組における量的・質的側面には課題がある。 数学については「授業では,関係を式に表すために言葉の式や図を使って考えている」の項目の肯定群が63.7％(平成21年度)から57.5％(平成22年度)に減少しており,関係を文字式に表すことが課題である。 英語については「自分の考えや気持ちなどを英語で話しています」の項目で「よくあてはまる」16.8％(平成21年度)から18.8％と，わずかに上昇したが,依然として，低い状況にあり，生徒に英語での発話

別紙様式１  



を促すことに課題がある。 （３）今後の改善方策等 国語では，資料の読み取りなど,個人でしっかり考える時間や書く時間を保障した上で,少人数グループの話し合い活動を積極的に取り入れる。数学では，少人数グループを活用して数学的活動の楽しさや，数学のよさを実感できる授業の取組を継続する。英語では，質問紙調査から，少人数グループを用いた活動が生徒の学習意欲を高めているという結果が出ており，効果的な小グループ活動を意識した授業改善を図る。全体においては，話し合い活動の質が高まるよう,話し合いの種類を整理した研修を計画的に行う。  ３３３３    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 昨年度は，「主語・述語の関係の理解」，「登場人物の心情把握」の二つに課題に取り組んだ。その結果，「主語・述語の関係の理解」については，平成22年度の「基礎・基本」定着状況調査では，通過率が17.7％から68.6％に上昇した。文法問題でも「問題解決型」の授業を行い，「文節に区切る」「述語を先にみつける」「述語に対応する主語（誰が，何が）をさがす」という手順をおさえた結果であると考える。 また，「登場人物の心情把握」については，同調査における通過率が28.3％から52.9％に上昇した。登場人物の心情を把握する際に,叙述に即して複数の根拠を挙げるように指導を行った結果であると考える。     （２）調査結果からの課題    平成22年度の「基礎・基本」定着状況調査では，説明的文章において「段落相互の関係理解」（四２）の通過率が53.6％であり，問題に対する実験とそれに照応する結果の把握が不十分であった。 また，全国学力・学習状況調査では，説明的文章において「論理の展開の仕方をとらえて，内容を理解することができる」（Ａ８□一）の通過率が54.0%で，県平均より2.9ポイント低かった。これらの課題克服のためには，先ず，意見と事実とを明確に分ける力が必要である。それによって，事実と意見とのつながりの理解，問題提起，結果，考察，結論などの論理的展開の理解，及び内容理解ができるものと考える。  （３）単元の紹介 ① 単元名 事実と意見をとらえ，説得力のある表現を学ぶ。「モアイは語る」 ② 指導事項 読むこと ウ ・ 文章の構成や展開，表現の仕方について,根拠を明確にして自分の考えをまとめること。 言語事項 イ ・ 文の中の文の成分の順序や照応，文の構成などについて考えること ③ 言語活動 事実を基にした筆者の意見から，説得力のある根拠について考えを述べあうこと。 ④ 単元の目標 事実と意見の関係をとらえ，説得力のある表現とは何かについて考える。 

 （４）授業改善のポイント（指導方法の工夫） ＜問題解決型の授業展開＞ ・ 課題として示した例文を意見と事実とに分け，そこから事実と意見の定義付けを行う。 ・ グループ学習を取り入れ，個人思考，話し合い，全体発表という流れで，考えを深めていく。その際，互恵的・拡散的な話し合いを取り入れる。 ・ 教科書教材「モアイは語る」で，理解の定着を図る。   授業での課題(演習)  ① ジョージ・ワシントンはアメリカの最も偉大な大統領である。 ② ジョージ・ワシントンはアメリカの初代大統領である。 ③ 今日は，二〇一〇年一〇月二五日である。 ④ 仙台の冬は寒い。 ⑤ Aさんは風邪で学校を休んだ。 《整理》 ・ 事実は，だれもが同じ判断ができる。 ・ 意見は判断の基準がはっきりしていない。 ○ 調査材料・調査方法・・事実   ○ 分析結果・ ・・事実   ↓  <結果から得られた結論・考察> ○ 結論 ・・・意見  ○ 考察 ・・・意見  （５）授業の様子（生徒の変化） 学習目標，学習課題を授業前に黒板に明示し，「問題解決型」の授業を行ったことで，生徒が積極的に授業に参加する姿が見られた。「事実は，だれもが同じ判断ができる。」「意見は判断の基準がはっきりしていない」という整理により，文末表現だけではなく，内容からも事実と意見とを読み分けることができるようになってきた。  （６）検証 　次の①から⑨の文をを意見と事実にわける①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ 問 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨事前 44% 92% 90% 46% 92% 87% 62% 21% 79%
Ｂ出身の者だけが、パンダを割らずにクーラとアブラヤシを割るはずだ。ヨは、約十キロ離れたコミュニティーＢに生まれ、そこでクーラの種を割る技術を身につけた。そして年ごろになってボッソウにやって来たと推測できるのである。
パンダの種は割っていない。この条件に該当するパターンを探してみると、ヨの出身地はコミュニティーＢしかないということになる。もしヨがＣ出身のチンパンジーなら、パンダも割るだろう。Ａ出身ならクーラを割らないだろう。通過率

評価問題地理的条件を考えると、ボッソウに来る「女性」の出身地は、Ａ・Ｂ・Ｃのいずれかである。ヨは、アブラヤシとクーラの種を割った。
  （７）成果と課題 評価問題の事後調査の結果からも明らかなように，意見と事実とを明確に分ける力が養われてきた。この後，「事実と意見の関係をとらえ，説得力のある表現とは何かについて考える」授業を行った。説得力の高低については，収束的な話し合いを活用しながら行った。事実と意見を明確に分けた討論は，活発に行われていた。国語では，話し合いの種類を意識した授業を推進している。 しかしながら，まだ，「～だ。」「～である。」などの断定の文末表現や，「～だろう。」などの推量，推定とわかる文末表現以外は事実としてとらえてしまう傾向がある。誤答分析の結果を踏まえ，目標を示し，しっかり教えた上で，練習問題による演習を行い，  誤答部分の整理をしていきたい。 



【数学】 （１）教科の調査結果の分析 平成22年度全国学力・学習状況調査では，県平均を概ね上回る結果であった。また，「基礎・基本」定着状況調査では，昨年度の課題であった「文字式の意味の読み取り」，「数量を文字式で表す」の改善に取り組んだ結果，「文字式の意味の読み取り」に関する設問の通過率が42.5％から66.0％に上昇した。文字式を読み取る課題に繰り返し取り組んだ成果であると考えられる。 【Ｈ22全国学力・学習状況調査結果】  領域／問題 本校 県 全体 平均正答率 50.3% 43.3% 数と式 52.2% 43.6% 図形 45.1% 40.7% 領域別 数量関係 52.5% 44.9% 問題形式 記述式 37.5% 33.2%  （２）調査結果からの課題   平成22年度の「基礎・基本」定着状況調査では，「関係を文字式で表すこと」（通過率37.9％），「比例の意味」（通過率41.8％），「グラフの考察」（通過率56.9％）という結果であった。また，平成22年度の全国学力・学習状況調査では，記述式の問題で無解答率が高く，正答率が40％を下回っていた。このように，根拠に基づいて論理的に表現することに課題がある状況を解決するためには，与えられた情報の特徴を的確にとらえ，数学的な表現を用いて説明する力を身につけることが必要である。基礎・基本の定着のための反復学習を継続指導していくとともに，探索的話し合い活動を活用し，論理的に考察する力を身につけさせる指導を充実させることが重要であると考える。  （３）学年 ３学年  （４）単元の紹介 ① 単元名  相似な図形 ② 単元の目標  ・ 拡大・縮小の操作を通じて相似な図形の性質を考えようとする。 ③ 本時の展開 時間 過程 学習内容’（発問等） 学習活動 支援・評価【観点】 （評価方法）  ５分  つかむ １．写真を見て考えよう ①拡大した写真を見る （２倍，１０倍） ②いろいろに変形した写真を見る       15 分    考える       ２．「拡大」とは何だろう？ 定規と分度器を使って，長さや角度を調べる。 ワークシートワークシートワークシートワークシートにににに記入記入記入記入するするするする    個人個人個人個人でででで考考考考えるえるえるえる→→→→グループグループグループグループ→→→→発発発発表表表表      言葉の意味を理解する  ある図形を形を変えずに大 きくすることを拡大すると いう  （形を変えずに小さくする ことを縮小するという）  変わったのは何か，変わらないのは何か，に着目して考える ワークシートワークシートワークシートワークシートにににに記入記入記入記入するするするする    個人個人個人個人でででで考考考考えるえるえるえる→→→→グループグループグループグループ→→→→発発発発表表表表 
・ヒントカードの活用 「コアラの絵」「長さ」「角」 ・課題に意欲的に取り組もうとしている。 【関心・意欲・態度】 （観察） （ワークシート）       ・課題に意欲的に取り組もうとしている。 【関心・意欲・態度】 （観察） （ワークシート） 

時間 過程 学習内容  学習活動   支援・表亜k【観点】 評価方法）    15 分        10分 
 深める             ４．Q3.実際に拡大・縮小してみよう 

      ↓        方眼を利用してワークシートに記入する 
 

５分 まとめる ５．本時のまとめ   次時の予告 相似な図形，相似な図形の性質につながることをおさえる  方眼を利用して拡大図や縮図をかくことができる。 【数学的な表現・処理】 （観察） （ワークシート）  （５） 授業改善のポイント（指導方法の工夫） ・ 変形の仕方について，線分の長さや角の変化に着目させ，数学的にとらえさせ，自分の考えを数学的に表現させる。 ・ 探索的話し合い活動を通して問題解決をはかり，根拠を明らかにして，自己の考えを質的に高い表現へと改善できるようにする。  （６） 授業の様子（生徒の変化） 提示された課題解決に向け意欲的に，長さ，角度，面積など具体的な数値を調べていたが，その数値と写真の変形の関係について，数値に基づいて考える所まで至らない生徒が見られた。また，グループ内で自分の考えを自分の言葉で表現することができたが，内容を深めるためには少し時間が必要であった。  （７）検証    ノートやワークシートにおいて，自己の考えをより数学的に整理できるようになっており，数学的な表現を用いた記述が見られるようになってきた。   （例）文字式の意味の読み取り   ＜評価問題＞① ○数量を文字式で表す問題　100円硬貨がｘ枚と１０円硬貨がｙ枚あるときの合計金額② ○文字式が何を表しているか言葉で説明する問題　１辺の長さがａの正方形において、４ａが表している数量③ ○規則性を見つける問題　縦８cm、横６cmのカードを横にｎ枚並べたときの図形の周囲の長さ  ＜正答率＞１回目 ２回目 ３回目 ４回目① 71% 90% 65% 92%② 84% 83% 54% 75%③ 40% 34% 25% 47%   （８） 成果と課題 評価問題の結果から，「数と式」領域における表現力は高まりつつある。生徒自身，繰り返し文字式を読み取る学習に取り組むことを通して，数学的な表現力が定着しつつある。また，その要因として，少人数グループでの話し合い活動を通して，自分の考えを説明・表現する機会が増えたことも考えられる。生徒は，根拠を明らかにし，筋道立てて説明し伝え合う活動を行う中で，自己の考えを深められるようになってきている。 今後は，その考えをどう表現するのか，質的に高い表現

何倍に大きくしたのだろう？ 

ルールをまとめよう ①全ての線分を同じ割合で伸ばす ②角度は変えない 「相似な図形の性質」につなげる ①対応する線分の長さの比はすべて等しい。 ②対応する角の大きさはそれぞれ等しい。 

「ア」はなぜ拡大と いえるのだろう？ 「イウエ」はなぜ拡大といえないのだろう？ 
Q1.どのように変形したのでしょうか？ 
Q2. 「拡大」するためのルールをみつけよう 



を目指し，学習展開を工夫するとともに，生徒一人一人が自己の考えを数学的に表現させる指導において，言語活動の充実を図る必要がある。指導の過程において，ワークシートを工夫して作成し，その記述の状況を把握し，指導に生かしていきたい。   【英語】  （１）教科の調査結果の分析 昨年度は，「文の中の主語と動詞を見分ける」の課題に取り組み，その結果「基礎・基本」定着状況調査の「基本的な文のきまりを理解した作文」については通過率が26.5%から46.4%に上昇した。主語と動詞を意識させることを指導した結果だと考える。 また，「聞くこと」の領域では，概要や要点の把握，基本的な文のきまりを意識した作文に成果が現れてきている。 【H22「基礎・基本」定着状況調査結果】  言語活動 本校 県 全体 平均通過率 70.0% 70.2% 聞くこと 81.0% 79.9% 読むこと 68.0% 67.5% 書くこと 53.2% 55.3% 領域別 話すこと 77.4% 78.2%  （２）調査結果からの課題 平成22年度の「基礎・基本」定着状況調査では，「書くこと」の領域，特に，「適切な語を用いた会話文の組み立て」(通過率28.1%），「つながりのある英文を書くこと」(通過率57.5％)に課題がある。また，「読むこと」の領域で，話の流れの理解（通過率57.5％）が十分に定着されていないことが明らかになった。 基本的な文法について，授業の中で繰り返し指導をし， 基本文などの新出文の書き換えをする活動を取り入れていくように工夫し，文の構造，語順を定着させることが重要である。  （３）学年 ２学年  （４）単元の紹介 ① 単元名  Unit 6 The Story of Silent Night ② 単元の目標  ・ 間違いを恐れずに積極的に言語活動に取り組もうとしている。 ・ There is (are)と動名詞の表現ができ，その応答ができる。 ・ There is (are)と動名詞を用いた相手の意向を正しく理解できる。 ・ There is (are)と動名詞の文構造の知識がある。 ③ 単元の展開（指導計画）  

 （５）授業改善のポイント（指導方法の工夫） ・  There is (are)の語順に注目させるように，黒板に語順カードをはり，視覚的に分かりやすくする。また，生徒のワークシートにも語順カードと同じものを載せる。 ・ ICTを活用し，生徒が意欲をもって口頭練習できるように工夫する。 ・ 少人数グループを用いて，探究的な話し合い活動を取り入れ，表現活動を活発にさせる。  （６）授業の様子（生徒の変化） 語順カードや，ICTを活用し，There is(are)の英文の口頭練習を行うなど，手法を変えて同じ言語材料を何度も口頭練習することで，文の構造，語順を定着させることができた。少人数グループを用いて，学校内の部屋の様子を紹介するクイズ作成時に，単語についての質問は，多く出たが，There iis (are)の英文の語順に関しての質問はなかった。  （７）検証   後日，There is (are) の授業と同じような部屋の描写をする検証問題を行い，７割の生徒がThere is(are)の英文を書くことができた。しかし４問中４問正解した生徒が31％，４問中1問も正しく書けなかった生徒が31％であった。  （８）成果と課題 口頭練習を十分行うことで，生徒たちは自信を持って書く活動にも取り組むことができた。生徒にとって身近な校内を紹介する課題を与えることで，少人数グループでの話し合いが深まった。 ICTを活用し，手法を変えて練習させると，一定の効果があることが分かった。また繰り返して何度も練習させることで，語順についての理解は深まった。 授業時間内では「書くこと」がほぼ定着ができたが，時間が経過することにより，授業ではできていた「正確に書くこと」ができなくなっていた。家庭学習と授業をつなぐ取組を検討していく必要がある。    

時 学習内容 １ Unit 6 Starting Out  There is (are)の導入  練習，表現活動 （本時） ２ Unit 6 Starting Out 本文の内容理解，音読練習 ３ Unit 6 Dialog Is(Are) there～?の導入， 練習，表現活動 ４ Unit 6 Dialog 本文の内容理解，音読練習 ５ Unit 6 Reading for Communication  動名詞目的格の導入，練習 ６ Unit 6 Reading for Communication 動名詞（主格）の導入 練習，表現活動 ７ ８ Unit 6 Reading for Communication 本文の内容理解，音読練習 ９ Unit 6 まとめ 


