
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    推進校名推進校名推進校名推進校名：：：：尾道市立因島南中学校尾道市立因島南中学校尾道市立因島南中学校尾道市立因島南中学校    所在地所在地所在地所在地：：：：尾道市因島土生町尾道市因島土生町尾道市因島土生町尾道市因島土生町1172117211721172番地番地番地番地1111    ＨＰ：ＨＰ：ＨＰ：ＨＰ：www.onomichi.ed.jp/innoshimaminamiwww.onomichi.ed.jp/innoshimaminamiwww.onomichi.ed.jp/innoshimaminamiwww.onomichi.ed.jp/innoshimaminami----jjjj    学級規模学級規模学級規模学級規模：：：：10101010学級学級学級学級，，，，２４８２４８２４８２４８名名名名    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 基礎的基本的な知識の定着と思考力を高める指導の工夫  ～「書くこと」を中心とした言語活動を通して～ 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から本校生徒の課題を次のように捉えた。 ・基礎的・基本的な学力の定着が不十分である。 ・自分の考えを説明する力が弱い。 ・「書くこと」の領域に関する問題が全国平均や県平均に比べて低い。    このことから，「書くこと」を中心とした言語活動を通して，基礎的・基本的な知識を定着させると共に，生徒の思考力の育成を図りたいと考え，研究テーマを設定した。    （２）研究組織・体制(省略) （３）研究内容   ① 指導方法の工夫 ア 思考場面を位置付けた授業展開の確立    ・単元の目標を達成するための思考場面の工夫    ・思考場面における活動内容の工夫 イ 各教科における「書く活動」の工夫  ・「書く活動」として考えられる内容と教科の目標との関連の明確化  ・「書く活動」における教材の工夫  【国語】ワークシートの工夫  【数学】ホワイトボードの活用  【英語】「書くこと」のステップを設定し，段階的に指導を行う工夫  ウ 「書き方スタイル」を導入した指導の工夫  ・国語科で作成した「書き方スタイル」の他の教科での活用 
 ② 家庭学習の習慣化  ・自主学習ノートの提出の徹底  ・教科間の連携 ・授業の終わりの家庭学習課題の提示  ・宿題未提出者の家庭連携  ・家庭学習ハンドブック「学びのすすめ」の家庭配付と指導の徹底 

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  ①３教科における成果   平成２２年度   平成２１年度               【国語】「意見を支える適切な理由を書く」問題の通過率   が，平成21年度42.1％から，平成22年度は69.7％と27.6ポイント向上した。 【数学】「グラフの考察」の問題の通過率が平成21年度の51.0％から，平成22年度は58.8％と7.8ポイント向上した。   【英語】「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こと」の通過率が，平成21年度64.7％から，平成22年度は72.7％と8.0ポイント向上した。 ② 「書き方スタイル」で書かせることにより，書いた内容が質的・量的に向上した。 ③ ３学年とも家庭学習習慣の定着率が向上した。 （２） 課題 ①３教科における課題 【国語】教科で取組を進めている「批評する活動」において，批評のポイントに沿って的確な批評をする力が十分ついていないため，思考の深まりが十分ではなかった。   【数学】事象を数学的に解決し，成り立つ事柄の特徴を数学的な表現を用いて説明する力が十分付いていない。   【英語】正しい語順で英文を書く問題の無解答率が減少していない。 ②平日の家庭学習が３０分以内の生徒が19.1％いる。 （３）今後の改善方策等    ①３教科における課題についての取組の改善    ア 教科チーム会議・校内教育研究部会による結果分析の充実・活性化      ・授業を通して生徒の変容・成果・課題が明らかとなる授業研究の実施      ・授業者が改善を実感できる助言・指導 ・生徒の「書くこと」の変容と学力向上との関係の明確化    イ 「書くこと」の指導の工夫の充実 ・すべての教科で「書き方スタイル」に基づく「書くこと」の実践   ②家庭学習習慣を定着させる取組の充実     １時間以上の家庭学習が行われるよう，各教科担当で連携して課題を出し，やり切らせる指導を徹底する。     

むすび まとめまとめまとめまとめ    なか２ なか１ はじめ 全体の しめくくり なかなかなかなか１１１１・・・・なかなかなかなか２２２２よりよりよりより導導導導きだきだきだきだされたことされたことされたことされたこと（（（（重要重要重要重要））））    理由・根拠 ・説明 理由・根拠 ・説明 話題の提示 ５段落 ４４４４段落段落段落段落    ３段落 ２段落 １段落 

【研究仮説】 授業における思考場面で「書く活動」の工夫をすれば，論理的に考える力が育成できるであろう。 

適切な理由 グラフの考察 伝わるように書く 
（％） 
（％） 



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年度全国学力・学習状況調査 Ｂ問題 ３  （文章の内容や表現の仕方をとらえ，自分の考えを明確に説明することができるかどうかをみる問題）  本 校 全 国 正答率（％） 57.0 63.9 無解答率（％） 25.3 20.7 [誤答分析]   ・無解答率が高い。 ・一方にしか触れられていない。   ・本文の一部を引用しただけである。 （２）調査結果からの課題  ① 課題となる力 ・文章を読んで，内容や表現にわたる特徴に気付く  力。 ・自分の言葉で考えをまとめる力。 ・意見を効果的に伝えるために，根拠を明らかにする力。 ② 指導上の課題 ・「書くこと」において記述前に自分の考えをまとめさせる指導が不十分であった。 ・「根拠を明らかにする」書き方の具体的な指導が不十分であった。 （３）学年 第３学年（１０月２５日実施） （４）単元の紹介   ① 単元名 論理の展開 「生き物として生きる」   ② 単元の目標 ・筆者の主張と根拠を読み取り，人間と科学技術の在り方について考えている。 ・相互に批評する活動で，他者の考えを批評し，批評されたことを生かそうとしている。 ・筆者の主張を通して考えをもち，根拠を明らかにして書くことができる。 ・相互に批評する活動を通して，自分の考えを深め，書くことができる。 ・筆者の論理展開を的確にとらえ，筆者の主張とその根拠を読み取ることができる。 ・筆者の考えをもとに，人間が生きることと科学技術に関しての考えを深め，自分の意見をもつことができる。 ③ 単元の展開（全６時間）  １次 内容の読解，構成の把握 （３時間）  ２次 意見文の作成      （３時間）    （筆者の考えに賛成か，反対か根拠を明らかにして書く） （５）授業改善のポイント ① 指導方法の工夫 ・「書き方スタイル」に基づく，書き方の具体の指導 ・記述前に考えを相互に批評し合い，考えをまとめさせ，根拠

を明らかにして自分の意見を深めさせる。 ・前時に書いた意見をワークシートにまとめ，批評 する活動を仕組む。 ・批評するポイント（客観的かどうか，あいまいな表現 になっていないか等）を確認する。 【ワークシート例】 批評 ① 「人間を思いどおりにし
たい気持ちには歯止めをかけ

る必要がある」という筆者の
意見には反対です。理由は，

その根拠として「安易に手を
加えることは危険だ」とあり

ますが，その危険を怖れてい
ては科学技術の進歩はない

し，手を加えてきた人たち
も，これから，手を加える人

たちも「安易に」手を加えて
いるとは限らないからです。 ・個人思考の場で批評するポイントに従って吟味・批評 する。 ・意図的なペアで相互に交流する。 （６）授業の様子 ・批評するポイントに沿って，意見をじっくり批評・吟味 することができた。 ・一つのワークシートを見ながら，意見を相互に批評し合うことにより，自分では気付かなかった不十分な点や自分とは違うものの見方・考え方に気付いたり，他者の良い点を取り入れたり，自分の根拠を見直す視点を得たりすることができるようになった。 ・批評されたことを基にして自分の意見を見直し，書き直 すことができた。 （７）検証      ・授業後に二つの文章を読んで，比較し適切な理由を書いて意見を書く問題を実施し，平成２１年度「基礎・基本」定着状況調査の結果と比較した。その結果，11.7ポイント向上した ・平成22年度基礎・基本定着状況調査において，昨年度より約12ポイント向上した。 （８）成果と課題 ・「書き方スタイル」に基づいた指導を行うことは，文の構成を考えるなど，思考力の育成に有効であった。 ・ワークシートを活用しながら相互に批評する活動を仕組むことにより，根拠を明らかにして物事を判断する力をつけることができた。   ・批評する活動をする際，批評のポイントとなる文や語句に線を引かせる等さらに工夫をする必要がある。     

11.7 ポイント上昇 



【数学】 （１）教科の調査結果の分析 平成22年度全国学力・学習状況調査数学Ａ３（４） （着目する必要がある数量を見出し，その数量に着目して立式する問題）  本校 全 国 正答率（％） 75.9 73.4 無解答率（％） 1.3 1.2 〔誤答分析〕 ・合計の代金に着目して代金の方程式を作ればよいことは判断できるが，等式を作ることができていない。 ・代金の合計という条件を正しく読み取っていない。 ・条件を意識せずに式を作っている。 （２）調査結果の課題 ① 課題となる力 ・問題の中にある数量関係を整理する力 ・等しい数量関係を見出す力 ・見出した数量関係を文字を使って表す力 ② 指導上の課題 ・問題を正確に読み取り，数量の表す意味をとらえる指導が必要である。 ・等しい数量関係を読み取る指導が必要である。 ・読み取ったことと文字式で表されたことを関連付けて説明するなど，式の持つ意味を理解させる指導が不十分である。 （３）学年 第１学年（１０月２５日実施） （４）単元の紹介   ① 単元名「１次方程式」   ② 単元の目標 ・方程式について理解し，一元一次方程式を用いて考察することができるようにする。 ・方程式の必要性と意味及び方程式の中の文字や解の意味を理解する。 ・等式の性質を基にして，方程式が解けることを知る。 ・簡単な一元一次方程式を解くこと及びそれを具体的な場面で活用する。  ③ 単元の展開  （全１６時間）   １次 等式・不等式と方程式   （３時間）   ２次 等式の性質        （１時間）   ３次 方程式の解き方      （５時間）   ４次 方程式の利用       （７時間）   ※毎時間，ノート指導を行う。 ※４次において，考えたことを班でまとめてホワイトボードに書く活動を取り入れる。 （５）授業改善のポイント   ①指導方法の工夫 

・1つ1つの問題で立式の仕方を理解できたら，同様のパターンでの練習を繰り返し，定着を図る。 ・音声情報（聞き取った情報）から，問題解決に必要な情報を選択させながら，数学的に解釈させる。 ・場面における条件を，図，言葉，表を利用して書かせることにより，相等関係を説明させる。 ・理解を深めるために，小グループでホワイトボードに書く活動を行わせ，考えを整理させる。 ・文字式で表されたことを説明させる活動を取り入れる。 （６）授業の様子 ・読み聞かせなど問題の提示の仕方を工夫し、問題解決に必要な情報を確認することで，問題の把握ができた。   ・場面における条件を，図，言葉，表を利用して書くことにより，相等関係を読み取ることができた。 ・生徒が説明する際，根拠（図，言葉，表）を基にして，ホワイトボードに書いたことを表現することができた。 （７）検証 ① 事前テストと事後テストを実施し比較した。            【誤答分析】 ・「方程式の解（子どもの人数）は正しく求めているが，そこから必要とする答え（鉛筆の本数）を導き出していない」生徒が，27.6％から10.3％と17.3ポイント減少した。 ・「方程式を作ることができた」生徒が，44.8％から79.3％と34.5ポイント増加した。 （８）成果と課題 ・問題に含まれている事象を，図，言葉，表を利用して書かせる活動は，問題に含まれている関係を正しく把握させるためには有効である。 ・ホワイトボードを活用した小グループでの活動を取入れ，互いに助け合う学習により，具体的事象を文字式で表す力を育成することができた。 ・問題の内容を的確に読み取る力については依然として課題がある。今後も指導方法の工夫改善を継続していく。   

02468101214 事前テスト 事後テスト正答率
＜事前テストの1部＞ 何人かの子どもたちに，鉛筆を７本ずつ配ろうとしたら，５本余ったので，９本ずつ配ったところ，５本足らなかった。このとき，子どもの人数をｘ人として，図と方程式を完成させなさい。 一次方程式の利用（過不足問題）における正答率の割合 



【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５１  （主語・動詞の文型から判断して，会話文を組み立てる問題）  本校 広島県 通過率（％） 37.9 50.4 [誤答分析] ・This is ～という文の形のみが定着し，補語nice の意味をふまえて何が主語になるかを正しく判断することができていない。このことから，文の意味を考えて，正しい語順で文を組み立てる力が十分でない。 ・Thisが主語になる文には慣れているが，形容詞の働きをする《this＋名詞》が主語になる文に慣れていない。 （２）調査結果からの課題 ① 課題となる力 ・単語や語句の意味や使い方を理解する力 ・基本的な文の決まりに基づいて，正しい語順で文を書く力   ② 指導上の課題 ・発音と綴りを関連付けた指導が不十分である。 ・既習の単語や語句を使いこなすコミュニケーション活動が不十分である。 ・基本文定着のための文構造を念頭においたドリル学習が不十分である。 ・英語と日本語の語順の違いに注意しながら英文を書く指導が不十分である。 （３）学年 第２学年（１０月２５日実施） （４）単元の紹介 ① 単元名 Our Hopes,  Our Plans ② 単元の目標 ・不定詞を用いた文を正しく書くことができる。 ・「将来の夢」について「書き方スタイル」に         基づいたスピーチをすることができる。 ④ 単元の展開 （全７時間） ・ 不定詞の名詞的用法を用いた文構造を知る。就きたい職業について発表する。 ・ Ｓ１の本文を通して，名詞的用法の使い方を復習する。語順を意識して英文を書く。 ・ 不定詞の副詞的用法を用いた文構造を知る。Ｓ２の本文を通して，副詞的用法の使い方を練習する。語順を意識して英文を書く。 ・ 不定詞の形容詞的用法を用いた文構造を知る。Ｓ３の本文を通して，形容詞的用法を用いた文を練習する。語順を意識して英文を書く。 ・ 「将来の夢」についてのスピーチ原稿を「書き方スタイル」に基づいて作成する。(本時) ・ 原稿の校正及びスピーチの練習を行う。 ・ スピーチの発表，評価を行う。 （５）授業改善のポイント ① 指導方法の工夫 ・フォニックスを活用した単語のライティング活動を行う。 ・機械的ドリル⇒確認⇒有意味的ドリル⇒ライティン

グドリルというサイクルを継続的に行う。 ・ドリルで学んだ英文を，実際に「主語・動詞～」と区切ったワークシートを用いて書かせる。 ・「書き方スタイル」に基づくモデル文に従って書かせる指導を行う。 ・「書くこと」においてどの段階に課題があるのかを把握するため，段階的に確認を行う。     ステップ１ 使用すべき主な語句の確認     ステップ２ 単語の並べ替え ステップ３ 不定詞を中心にすえた適語補充 ステップ４ まとまりのある英文     ステップ５ ステップアップ問題 ＊ステップ５は「書き方スタイル」に基づき，統一された話型を活用し，英作文をさせる段階である。 ① 始め（話題の提示） ② なか１（理由・根拠・説明） ③ なか２（理由・根拠・説明） ④ まとめ（「なか」から導きだされたこと） （６）授業の様子 ・導入時のドリルの徹底により，正しく英文を書く力の定着を図ることができた。 ・段階的な指導を行うことにより，「書くこと」への意欲の高まりがみられた。 （７）検証 ・「書くこと」のステップ表を基に評価問題を作成し，実施した。単語の並べ替え問題の正答率は80.0％で，取組実施前と比較して18.6ポイント増加した。 ＜生徒Ａの取組前の作品＞       ＜生徒Ａの取組後の作品＞       ・指導により，生徒が書いたものの内容が質的，量的に向上した。 （８）成果と課題 ・「書くこと」の取組で，単語レベルから文レベルへと段階的に確認を行うことは，生徒が正しい英文を書く力を育成するのに有効であった。 ・ドリルで学んだ英文を，実際に「主語・動詞～」と区切ったワークシートを用いて書かせるライティング活動は，文構造を理解させるのに有効であった。 ・「書き方スタイル」に基づいた英文を書く指導は，論理的思考の基礎を培うのに有効であった。 ・英文を全く書かない等，無解答の生徒の数が減少していない。英文を書くことの抵抗を少しでも減らせるよう，単語が書けるという自信をつけさせる取組が必要である。 

I want to be a baseball player.  There are two reasons. First, I like Ichiro very much.  I want to be a player like him. Second, I like to play baseball with my friends.  It is very happy.   So I do my best to play baseball.  
I want to be a baseball player.   I like baseball very much. I want to famous.   And I want to play baseball very hard..  


