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     （２）研究組織・体制               （３）研究内容  ① 授業改善の推進   ア マネジメントサイクルに基づく授業づくり    〇市が策定した「授業改善サイクル」をもとに，次の手順で授業改善を進めた。    （ア）各調査結果をもとに，誤答・無解答を細かく分析し，生徒のつまずきは何か，何ができて何ができないのかを把握する。    （イ）付けたい力を明確にした単元構成や単元目標を設定し，手立てを具体的にした授業を行う。    （ウ）無解答の生徒，通過率30％未満の生徒に対する手立てを丁寧に行う。    （エ）研究授業後の協議はワークショップ型で行い，授業改善のポイントの有効性に視点を絞り，改善策

を策定する。また，この改善案を次の授業に生かす。 イ「書く」活動を取り入れた指導の工夫 全教科・領域で，自分の考えや思いを書く場面を増やすともに，根拠をもとにした記述をさせる。   ウ 神辺中学校スタイルの徹底    （ア）「授業のための８か条」（学習規律）を定着させる。    （イ）「比較・関連・まとめ」のカードを使うなど思考力・判断力を高める授業展開を行う。  ② 家庭学習の充実   ア 自主ノートの活用   イ クラスタイムの実施（ドリル学習）   ウ ３点固定学習の定着（勉強・就寝・起床時間の定着）   エ 放課後学習  ③ 学習意欲の向上   ア 体験学習（ほんまもん体験,自己創造学習,芸術鑑賞）   イ 体力つくりと食育（５分間走・「お弁当の日」）   ウ ライフスキル学習，無言清掃  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  ① 授業改善の推進     ○平成22年度全国学力・学習状況調査 ・全教科の正答率が全国・県・市を上回った。         【H19～22 正答率の国との差】  ・国語「書くこと」の正答率が，全国・県を上回った。      【H21・22 国語「書くこと」の正答率】  ・無解答率が昨年度より0.3％減少した。         ・「最後まで書こうと努力する」と答える生徒の割合が，全国を上回った。        〇平成22年度「基礎・基本」定着状況調査 ・英語「書くこと」の通過率が県平均を9％上回った。平成21年度には県差が－12.9％であった。      【H21・22 国語・英語「書くこと」の通過率】 

校内授業研究組織 各教科部会 
中学校学力向上対策事業 中学校学力向上対策事業推進委員会 広島大学教授 広島県教育委員会 福山市教育委員会 指導 助言 環境部 指導部 学年部 企画委員会（校長・教頭・主幹教諭・各主任） 国語部会 数学部会 英語部会  【H21・22 無解答率】  全国 神辺中 国語 65.2 83.8 数学 45.5 69.5  【H22 生徒質問紙「最後まで解答を書こうと努力しましたか」に対する肯定的回答の割合】 

平成22年度の全国学力・学習状況調査及び広島県「基礎・基本」定着状況調査では，「活用に関する問題」や「書くことの領域の問題」の通過率が全国平均や県平均に比べて低い結果となった。また，調査問題の誤答分析などから，「何をどう」書けばいいのか分からない生徒が多いことが分かった。さらに，生徒アンケートでは家庭学習の時間が少なく，定着していないという実態が明らかとなった。 これらのことから，生徒の「書く力」と「家庭学習」に大きな課題があると捉えた。そこで，マネジメントサイクルを取りいれた授業づくりを進め，全ての教科・領域において書く機会を増やし，自主ノートやドリル学習による家庭学習を充実させ，さらには体験学習を中心とした学習意欲を向上させる取組みを実施することで，生徒の学力向上が図ることとした。 本年度は，次の３点に重点を置き取組みを進めてきた。   ○ 授業改善の推進   ○ 家庭学習の充実   ○ 学習意欲の向上 
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   ・通過率30％未満の生徒の割合が全教科で県平均を下回った。         ② 家庭学習の充実    〇平成22年度全国・学力学習状況調査 ・生徒質問紙の「家で学校の授業の復習をしていますか。」の質問では全国平均43.5％に対し，65.6％である。  ③ 学習意欲の向上    〇平成22年度「基礎・基本」定着状況調査 ・生徒質問紙の「『もっと力を付けたい』『分かるようになりたい』から勉強しています。」の６月と９月の比較では，2.0％上昇した。また「やりなさいと言われるから勉強しています。」では，0.2％下がっていることから，学習に対する意欲はわずかに向上している。  （２）課題  ① 授業改善の推進    〇平成22年度「基礎・基本」定着状況調査 ・３教科とも通過率が県平均に達していない。        【H19～22 通過率の県との差】  ② 家庭学習の充実    〇平成22年度全国学力・学習状況調査 ・「家で予習をしていますか。」の質問に「している」と答えた生徒は，全国に比べて4.3％下回っている。与えられたことはできるが，自分から課題を考え，学習を進めることができていない。   （３）今後の改善方策等  ① 生徒が主体的に活動できる授業づくり   ・ 付けたい力を明確にし，指導案へ位置付ける   ・ 基礎的・基本的な学力を定着させるためにも，言語活動の充実を図る。   ・ 授業の最後で自己評価を実施する   ・ 「何のために」，「何を」話し合うのかを明確にした学習班（4人）による活動を仕組む  ② 通過率30％未満の生徒への手立て   ・ 家庭学習と授業をリンクさせる   ・ つまずきの分析を行う   ・ スモールステップでの丁寧な指導を行う  ③ 学習環境づくり   ・ 生徒との信頼関係を深める   ・ 積極的生徒指導の推進を図る   ・ 生徒指導の三機能を授業に生かす  

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   【平成22年度「基礎・基本」定着状況調査 三３③】   ①《問》               ②解答類型    （２）調査結果からの課題  ・文脈における語句の意味を的確に捉える力  ・人物の言動や，情景，場面の展開に即して内容を捉え，心   情について考える力 （３）学年：２学年 （４）単元の紹介  ①単元名  古典に親しむ 「扇の的―『平家物語』から」   ②単元の目標     本単元の学習を通して，古典に親しむ態度を育成すると   ともに，人物の心情を読み取り自分の考えを書く活動を通   して，主体的に古文を読ませることをねらいとする。 （５）授業改善のポイント  ①指導方法の工夫   「人物の思いを想像し，自分の考えを書く」という活動   を通して，主体的に古文を読ませるために，次の２点の工 夫を行う。  ・人物の思いがわかる語句や表現を見つけ出し，人々の思い を読み取らせる。  ・与一の「男」を射る行為に対する人々の反応について，自   分の考えを書かせる。  ②教材の工夫  ・最後の場面の「あ，射たり。」「情けなし。」のどちらの考えに共感できるかを「自分が当時の人だったらどう思う か。」という視点を設定し，100字以上150字以内で書かせ，交流させる。   ・岡山県井原市にある「与一の墓」等の写真や，扇や弓矢の 模型等を見せたり触れさせたりすることで，作品に対する 理解と関心を深めさせる。  ③評価の工夫  ・与一の「男」を射る行為に対する人々の反応について，自   分の考えを書かせて評価する。  ・全体の内容を読み取り，主題を捉えているかを測るための    評価問題を行う。 （６）授業の様子（生徒の変化）  ・人物のそれぞれの立場や思いをより深く読み取り，積極的   に考え発表することによって，最後の場面で自分の考えを 

３ 次の    の中には、文章を読んだ二人の生徒の
会話がかれています。あとの（１）～（３）の問

いに答えなさい。 
        (３)       Ⅱ     には、Ｈの気持ち

が，入ります。あとの文に続くように二十五字
以内で書きなさい。 

（前略） 上田「Ｈは、オヤジに怒られると思って逃げ出
したのに、どうして逃げなかったのか

な。文章中に『Ｈは、たしかにその通り
だと思った』とあるけど、Ｈはどのよう

に思ったのかな。」 
木下「それはね、『観念して』とあるように、Ｈ  

Ⅱ  と思ったから逃げなかったんだろ
うね。でも、意外にもオヤジはみんなを

抱きしめてくれたんだよね。」 
解答類型 １○ ２△ ３△ ４ ５ ９ 無解答 本校の割合（%） 5.3 46.3 1.1 6.3 3.2 32.6 5.3 

【H21･22 各教科通過率30％未満の生徒の割合】 
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  しっかりと持つことができた。  ・それぞれの場面の状況や人物の心情を丁寧に読ませていく   ことで，自分の考えを明確に持ち，書くことができた。  （７）検証  ①評価問題           ②解答類型                （単位：%）        ③分析  ・解答類型１・２から，66.7％の生徒が，全体的な内容や人物の心情を読み取り，主題を捉えることができた。書く活動を通して，読み取りが効果的であったと考える。 ・解答類型２から，57.6％の生徒が，おおよその内容理解はできていると考えられるが，解答類型１にあるように，４項目完答の正答率は低い。  ・解答類型２～４の生徒のうち66.7％がキを選んでいたことから,生徒は主題にかかわる内容の理解ができていると考える。  ・解答類型２～４では，誤答のウを選んだ生徒が多かった。 与一の心情把握の捉え違いと問題文の「功名心」の意味が十分理解できていないためと考えられる。   ・解答類型５については，読解力に課題があり，出題した選択肢の 読解が難しかったと考えられる。  （８）成果と課題   ①成果   ・日常的に書く機会を多くとり，書く指導に重点をおいたことで，生徒が比較的スムーズに書く活動に取り組めるようになってきた。   ・発問を工夫したことで，場面ごとの人物の立場や思いをより深く読み取ることができ，興味を持って考えることにつながった。 ・場面ごとの状況や人物の心情を丁寧に読ませたことで，視点が明確になり，自分の考えを，はっきりと書くことができた。   ・班や全体で意見交流をすることで，異なる意見から新たな発見ができ，自分の考えをより深めることができた。   ②課題   ・「何のために」「何を」考えさせるのかがより明確になるよう発問を焦点化させる必要がある。   ・ペア学習，グループ討議を効果的に活用する必要がある。   

【数学】 （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□6  (3)】  ①《問》        ②解答類型    （２）調査結果からの課題  ・具体的な事象の中にある二つの数量の変化や対応を考   察し，どの関数になるか判断する力。 （３）学年：１学年 （４）単元の紹介 ①単元名  比例と反比例 ②単元の目標  比例や反比例の関係を表・式・グラフなどで表現したり，その特徴を読みとったりすることができる。 （５）授業改善のポイント ①指導方法の工夫  ・表を用いて数量の変化や対応を考察させ， y がxに反比例するものはどれか判断させる。  ・いろいろな事象を扱う中で，表からどの関数になるの   か根拠を持って判断させ，それを説明させる。 ②教材の工夫 ・プリントを用いて，比例と反比例の基本的な特徴を復  習し，対比させながら黒板に整理する。 ③評価の工夫  ・ペア学習を行い，お互いのつくった表を確認し合う。  ・今日の授業の振り返りが短時間で，できる確認問題を使う。  ・定期テストで類似問題を設定し，検証・分析をする。 （６）授業の様子（生徒の変化）  ・正解が発表（説明）されても，同様の内容を自分の言葉で発表する生徒が増えた。  ・反比例を表す事象を見分けるために，問題文から対応   表を作る生徒が増えた。  ・ある事象が，なぜ反比例であるかを論理的に説明する ために，その特徴（xの値が２倍，３倍，・・・にな ると y の値が１/２，１/３・・・になる）を表に書き込む生徒が増えた。 （７）検証  ①確認テスト          

 次のア～ウについて， y がxに反比例するものはどれ ですか。その記号を書きなさい。 ア ６ｍのロープからxｍ切り取ったときの残りの長さをy ｍとする。 イ ６ｍのロープをx等分したときの１本の長さをy ｍとする。 ウ ６ｍのロープをx本合わせたときの全部の長さをy ｍとする。 「扇の的」に描かれている事柄を次からすべて選び，記号で答えなさい。   ア 戦のさなかにも競技を楽しむ平家の風流な心   イ 味方の名誉のために命をかけた若武者の悲壮な心境     ウ 手柄を立てようと功名心にかられる若武者の心意気   エ 真冬の海に色あせた扇が散る殺風景な様子   オ 優れた技には敵味方なく賞賛する武士の心   カ 屋島を舞台とした源平両の華やかな合戦の様子   キ 美しい弓の技が一転して殺人の道具となる非情さ 

  次のア～ウについて， y がx に反比例するものはどれですか。その記号を書きなさい。  ア xｍのリボンを３人で同じ長さに分けたときの１ 本の長さを 
y ｍとする。  イ １００ページの本を， xページ読んだときの残りのページ数    を y ページとする。  ウ 面積が６０ｃｍ２の長方形で，縦の長さがxｃｍのときの横の 長さ y ｃｍとする。 

解答類型１ 完答 正答４項目選択  ９．１ 解答類型２ ３項目選択 ５７．６ 解答類型３ ２項目選択 ２１．２ 解答類型４  準正答 １項目選択  ９．１ 解答類型５  誤答 選んでいるが誤答  ３．０ 解答類型０ 無解答    ０ 
解答類型 １◎ イ ２ ア ３ ウ ９ その他 ０ 無解答 本校の割合（％） 50.3 26.1 21.7 0.6 1.3 



 ②解答類型     （８）成果と課題 ①成果  ・検証の結果，表を用いて具体的な事象の中にある二つの数量の変化や対応を考察する生徒が97％となった。   ・表に特徴を書き込んでいく指導により，73％の生徒が，どの関数になるか判断することができるようになった。   ・事象のみで判断できる生徒は50％であった。また，正答であった90％の生徒が，事象を対応表で考え，判断していた。 ②課題 ・依然として8％の生徒が，比例は増えていく，反比例  は減っていくというイメージを持っている。  ・無解答率の生徒が24％である。（対応表が作成できな  いことが原因と考えられる。）  ・通過率30%未満の生徒に対して，事象を理解させることができていない（具体物を用いて，イメージさせるなどの手立てが十分でなかったと考えられる。）     【【【【英語英語英語英語】】】】    （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 英語(実技) 応答(表現の能力)より】 ①≪問≫          ②解答類型      （２）調査結果からの課題   ・疑問文の最初の部分や誰のことなのかを意識して聞く力   ・２文以上で文を組み立てて書く力 （３）学年：２学年 （４）単元の紹介 ① 単元名  Unit３  Welcome  Home ② 単元の目標    There  is(are)  ～.の表現や，How  many  ～?の応答を理解し，自分の町を紹介する文を書くことができる。また，入国審査のやりとりを理解し，演じることができる。 （５）授業改善のポイント  ①指導方法の工夫  ・プラス１Questionで何を聞かれているのかしっかり考えさせ，正しく答えさせる。この活動を毎時間計画的に実施する。 

 ・場面を理解し，どんな気持ちで人物が話しているかを考 え，スキットに挑戦させる。  ・TTでの特性を生かし，パート別練習を行う。   ・『チャレンジ英会話』(休憩時間を利用して教師と会話を行    う活動)に，授業の中で使う表現を取り入れる。  ②教材の工夫  ・強く読むところやイントネーションについてメモを取らせることができるワークシートを作成する。  ・黒板に掲示する英文をパートごとに色分けをし，視覚的に   わかりやすくする。  ③評価の工夫（評価問題，調査問題も含む）  ・学期末にインタビューテストを行う。  ・２学期最初の授業で暗唱コンテストを行い，福山市英語暗唱大会へとつなげていく。 （６）授業の様子（生徒の変化）  ・活動を継続することで，フルセンテンスで答える意識が定着してきた。  ・基本的なドリル活動がペアでしっかりできていた。  ・最初の質問を次の質問につなげていくという展開があっ   たので，集中して聞いていた。  ・ワークシートを手だてにして，進んで話そうとする姿が見られた。  ・TTを生かした授業の組み立てができていたので，パート別   練習でも良く声が出ていた。 （７）検証  ①評価問題（学期末インタビューテスト）      ②解答類型              （単位：％）       ③分析  ・疑問詞を混同している生徒が多い。  ・アとイでの過去形と過去進行形が混同し，逆の形で答える生徒が誤答の約半数を占めている。  ・ウの準正答としては，willの使用が全てであった。 （８）成果と課題  ①成果  ・授業での指導に加え，授業以外の場面での取組み（『チ ャレンジ英会話』）などを行ったことで，生徒に文型の定着や正しく伝えようという意識が育ちつつある。また，この取組みは，個別対応ができるという利点もあるので，今後も継続していきたい。   ・毎時間計画的に実施する活動（帯活動）は，生徒に付けたい力を明確にして取り組むことができ，効果的であった。  ・話すことをテーマに取り上げた授業であったが，最終的に書く活動につなげていったため，４技能をバランスよく指導できた。  ②課題  ・感情表現を豊かにするために，今後も，声を出して表現・発表する楽しさを体験させる工夫を行っていく必要がある。  ・書かれた内容を読み取り意見を言うなど，4技能を統合的に活用できる活動を引き続き仕組んでいく必要がある。   

問１［カード文に関する質問］   Does Takashi(Satoshi) like sports very much ? 問２［生徒自身についてたずねる問題］     できるだけくわしく英語で答えてください。   Mr./Ms. ○○, do you study English every day ? 問３［絵カードを見ながら］    What time is it ? 問４［絵カードを見ながら］    Is Takashi(Satoshi) walking with his friends ? 
次の質問に英語で答えなさい。 ア Where were you at eight last night ? イ What were you doing at ten last night ? ウ What are you going to do this weekend ? 

解答類型 １◎ ウ ２ ア ３ イ ９ その他 ０ 無解答 本校の割合(％) 66 2 8 ０ 24 

解答類型 １◎ ２ ３ ４ ９ 無解答 問１ 52.1 16.3 10.5 2.1 14.7 4.2 問２ 25.8 12.6 35.8 17.9 5.3 2.6 問３ 57.4 0.5 26.3 0 14.2 1.6 問４ 40.0 20.5 9.5 8.9 10.5 10.5 
評価問題 正答率 準正答率 誤答率 無解答率 ア 69.7 ０ 27.3 ３ イ 51.5 ０ 39.4 9.1 ウ 48.5 15.2 27.3 9.1 


