
事業名事業名事業名事業名：：：：中学校学力向上対策事中学校学力向上対策事中学校学力向上対策事中学校学力向上対策事業業業業    推進校名推進校名推進校名推進校名：：：：廿日市市立佐伯中学廿日市市立佐伯中学廿日市市立佐伯中学廿日市市立佐伯中学校校校校    所在地所在地所在地所在地：：：：廿 日 市 市廿 日 市 市廿 日 市 市廿 日 市 市 津 田津 田津 田津 田 696 96 96 9－－－－ １１１１    ＨＨＨＨ ＰＰＰＰ：：：：http://ww7.enjoy.ne.jp/~saikihttp://ww7.enjoy.ne.jp/~saikihttp://ww7.enjoy.ne.jp/~saikihttp://ww7.enjoy.ne.jp/~saiki----j/j/j/j/    学校規模学校規模学校規模学校規模：：：：12121212学級学級学級学級，，，，311311311311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）研究テーマおよび研究のねらい   ①研究テーマ 「わかった！できた！」喜びを味わい，「学力がついた」 実感のわく授業づくり －言語活動を位置づけた指導内容・方法の工夫－ ②研究のねらい 全教科において，言語活動を位置づけた授業づくりに取り 組むことで，基礎的・基本的な知識・技能の習得を図るとと もに，思考力や表現力の育成を図る。特に，「書く」活動を 取り入れた指導内容・方法の工夫・改善を進める。 （２）研究組織・体制           昨年度の３教科部会を，全教員が国語・数学・英語のい ずれかの部会に所属し学習指導案等の検討を行う拡大教科部会に発展させ，言語活動を位置づけた授業改善の取組を全教科で行う体制づくりを進めている。 （３）研究内容 ① 言語活動（特に書く活動）を授業に取り入れた授業改善を進めることで，思考や表現の具体的な方法を身につけさせ，基礎学力の向上を図る。 ・自己評価カード等で形成的評価や総括的評価を行い指導 内容・方法の改善を行う。特に２学期以降は，授業の「めあて」に即した学習内容を記述させることで，授業  改善をすすめる。   ・生徒の基礎学力の向上を図るため，帰りのSHR時に夕学（学習タイム）を行う。２学期以降は，生徒の「書く   力」を向上させるため，夕学で週３回「視写」を行わせる。 ② 学習意欲を向上させるとともに，家庭での学習習慣の定着を図る取組をすすめる。 ・学習を行う外発的動機付けとして，宿題やりきり週間を 設定したり，宿題チェックシートを活用したりすること で，家庭学習習慣の定着を図る。   ・単元の始めに学習後に身に付く力を説明したり，授業始 めに「めあて」を板書にしたりすることで，学習の「め あて」を明確にするとともに，学習に対する有用感をも たせ，生徒の学習意欲を高める。 ・「ほっとカード」を利用した平時での授業参観を活発に し，授業の評価と同時に生徒への肯定的評価を行うこと で，授業者の指導内容・方法等の改善をすすめるだけで なく，生徒の学習意欲も高める。 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 ① 学力の定着について ・表１のように，「基礎・基本」定着状況調査において，英語が県平均を上回った。数学は，昨年度より県平均との差が4.7ポイントも縮まった。また，すべての教科で昨年度より通過率が上回った。 ・表２のように，全国学力・学習状況調査において，数学Ｂ

を除き，昨年度より県平均との差が縮まっている。 表１ 平成21・22年度「基礎・基本」定着状況調査結果 平成21年度 平成22年度  本 校 広島県 差 本 校 広島県 差 国語 73.4 75.0 －1.6 74.7 77.5 －2.8 数学 61.6 69.7 －8.1 69.2 72.6 －3.4 英語 64.7 65.2 －0.5 73.3 70.2 ＋3.1 ※「差」は，「本校通過率―広島県通過率」を表す。  表２ 平成21・22年度全国学力・学習状況調査結果 平成21年度 平成22年度  本 校 広島県 差 本 校 広島県 差 国語Ａ 73.6 77.6 －4.0 73.3 76.0 －2.7 国語Ｂ 69.6 74.8 －5.2 62.4 65.7 －3.3 数学Ａ 54.0 62.9 －8.9 57.8 64.9 －7.1 数学Ｂ 48.4 56.2 －7.8 34.7 43.3 －8.6 ※「差」は，「本校正答率―広島県正答率」を表す。  ②家庭での学習習慣の定着について  ９月に行った生徒質問紙での「復習する」の項目の肯定的な評価（53.3％）が，５月時（52.0％）と比べ，1.3ポイントの微増にとどまり，大きな変化は見られない。しかし，「宿題やりきり週間」や「宿題チェックシート」の取組から，生徒自ら学級の取組目標の一つに「宿題の提出」をあげる学級が出てくるなど，生徒の「家庭学習」に対する意識が向上してきている雰囲気が学校全体に広がりつつある。 （２）課題 ①基礎学力の定着について ・表１のように，「基礎・基本」定着状況調査において英 語を除き通過率が県平均を下回っている。 ・表２のように，全国学力・学習状況調査において，国語， 数学の正答率が県平均を下回っている。  以上のことから，基礎的・基本的な知識・技能の習得に未だ課題があるといえる。 ②思考力・表現力の向上について    ９月に行った生徒質問紙で思考力・表現力を問う「説明の分かりやすさを考える」，「考えを比較しながら聞く」，「理由をつけて話す」，「具体的な例をあげて説明する」の項目における肯定的な評価が，５月に比べ1.0～9.7ポイント上昇している。しかし，表２のように，全国学力・学習状況調査のＡ問題に比べ，Ｂ問題の正答率が今年も低い。また，昨年度より正答率が低くなっている 以上のことから，思考力・表現力など活用する力に大きな課題があるといえる。 （３）今後の改善方策等  ①「視写」の内容の充実を図ることで，基礎学力の向上と表現力の育成をめざす。  ②定期的な振り返りを文章で書くことで，思考力・表現力を高める。 ３３３３    各教科各教科各教科各教科のののの取組取組取組取組についてについてについてについて    【 国語 】 （１) 調査結果の分析 平成２２年度「基礎・基本」定着状況調査から ○無解答率および通過率50％未満の生徒の割合が下がった。 ●「聞くこと」において，メモを取りながら聞くことができておらず，話されていることのポイントがつかめていない。 ●「書くこと」において，問題文を理解して取り組んでいないため，適切な理由を挙げて答えられていない生徒が多い。 ●「読むこと」において，文学的な文章においては，語句の意味が理解できておらず，登場人物の心情をつかむことができていない。また，説明的な文章においては，キーワードや段落相互のつながりをとらえることが不十分
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である。理解したことを説明する力が不十分である。 ●条件にあわせて，考えをまとめたり書いたりすることができていない。          (２) 今年度の取組内容について ①視写の取り組みを積極的に取り入れる。 ②「聞くこと」において，事実と意見の関係や主張とその理 由など，ポイントを押さえたメモができるよう意識させる。 授業では継続的に聞き取り問題に取り組ませ，優れたメモ のモデルを示し，活用するよう指導する。 ③「書くこと」において，書く機会を増やし，文章の構成や 条件にあわせて書く練習を繰り返す。また，自分の意見を 述べる際に，ナンバリングを使うなどの工夫をさせるとと もに，理由を必ず述べさせる。また，その理由の整合性を 検討する学習活動を行う。 ④「読むこと」において，語句の理解を助け語彙を増やすた めに，辞書を引く機会を増やす。また，文章を読むとき には必ずペンを持たせ，キーワードやキーセンテンス，心情の変化が分かるところなど，ポイントになる部分に線を引かせ，段落相互のつながりや心情の変化を構造的にまとめさせる。理解したことを説明することを大切にさせる。 (３)実践事例 ①学年 第１学年 ②単元名 ものづくりの知恵  ③本時の目標   中心となる一文を探し，要約しよう。  ④本時の学習展開   １ 本時の学習内容を知る。   ２ 例文を使って要約の方法を理解する。      例文を読む。      中心文を探す方法を理解する。 選んだ理由を明らかにし，例文の中心文を探す。 ・個人→４人班→全体で確認する。      字数にあわせて要約する。       ・文のつながりを生かす。 ・内容に過不足のないようまとめる。   ３ 本時のまとめを自己評価表に書く。  ⑤授業改善のポイント ・教科書教材の要約に入る前に，要約の仕方について理解させる時間を設定し，レディネスをそろえる。 ・要約のポイントとなる「形式段落中の文どうしを比べる」「初めと最後の一文に注目する」「指示語の内容を理解する」「具体例ははずす」「まとめに続く語の後に注意する」「逆接の接続語の後に注意する」などを丁寧に押さえ，カードを使って黒板に提示し，視覚的に理解させる。 ・要約に慣れてきたら，字数や文のつながりを意識させ，スモールステップで学習を行う。  ⑥授業の様子 ・中心文を探す方法を手掛かりにしながら，理由を挙げながら考えることができた生徒がほとんどであり，自信のない部分があった生徒も４人班で考える時間を確保したことで，なぜその１文を選ぶのか明らかにすることができた。 ・黒板に形式段落ごとに例文を掲示し，指示語が指して

いる内容を確認しつつ，理由を挙げながら中心文を探すようにしたため，中心文の探し方をよりはっきりと示すことができた。 ・「問いかけ」と「答え」のつながりを整理してからまとめさせたため，全員が要約文を書くことができた。 ・この授業を行うことによって，教科書掲載の文章を要約するときにも自信を持って行うことができた生徒が多かった。 （４）検証 〈 問題 〉（「渡り鳥のなぞ」より） ⑴１の要点として最も適切なものを次から選び，記号で 答えなさい。 ⑵２の要点をまとめた次の文の（  ）にあてはまる言 葉を，文章中から抜き出しなさい。 ⑶３の要点となる，中心的な内容が述べられた一文を抜 き出しなさい。 ⑷この文章の内容を30字以内で書きなさい。 〈 結果 〉  正答率 誤答率 無答率 ⑴ ６７．３％ ２８．６％  ４．１％ ⑵ ９３．９％  ０．０％  ６．１％ ⑶ ７０．４％ １７．３％ １２．２％ ⑷ ５６．１％ ３２．７％ １１．２％ 〈 分析 〉 ○キーワードについては多くの生徒が理解できている。 ●要点となる一文を選ぶときに，隣の段落とのつながりにも注目させる必要がある。 ●まとめにつながる言葉の消略やキーワードのつながりに注目できなかった生徒は誤答になっている。 ●段落や文のつながりを常に意識させ，要約に習熟させることが必要である。 ●問題に取り組もうとしない，分からなかったらすぐにあきらめる無答が多い。意欲喚起がさらに必要である。 （５）今年度の成果（ ○ ）と課題（ ● ） ○視写を取り入れたことによって，集中力が高まり，短期記憶できる字数が増え，早く正確に文字をかける生徒が増えてきた。 ○他者の発言の内容を注意して聞くようになってきた。 ○文章を書くときの型を理解させ，いろいろな題材を使って意見や感想を書く練習をしているため，文章を書くことに対する抵抗感が減少している。 ○手を動かしながら文章に向かう生徒が増えてきた。 ●事実と意見の関係や主張とその理由など，ポイントを整理したメモをとることは，個人差が大きい。 ●自信を持って，キーワードやキーセンテンス，心情の変化が分かるところなどに，線を引くことができない生徒が多い。 ●理解したことを短時間で整理し，説明することに苦手意識を持っている。 ●授業時には理解できていても時間がたつと忘れてしまうことが多い。繰り返し練習が必要である。 【 数学 】 （１）調査結果の分析 平成２２年度「基礎・基本」定着状況調査から ●関数領域においては，表，式，グラフのつながりの理  解が不十分で，比例であるか反比例であるか判断する 方法も十分定着していない。また，表やグラフを読み 取り活用していく手順を決定できない生徒もいる。 （ ８（２）通過率５９.１％，県６３.６％ ）      



（２）今年度の取組内容について ①学び直しを意識して導入での学習課題を工夫し，これ までの学習との関連を思い出させ，学習の系統性を意 識できるようにする。例えば図形の学習では，円周率 をπで表す前に円周の長さと円の面積の公式をことば の式で表現できることを確認したり，πを使って計算 する時も言葉の式に言い換えながら説明をしたりする。 あるいは身近な直方体の辺の長さを測定して体積を求 めたりするなど操作活動を取り入れる。 ②日常的な事象の中に，関数とみなせるものを発見させ， ２つの数量関係を表やグラフで表す活動を行う。さら に変化や対応の様子について予測したり，それをもと にして問題を解決したりする学習を取り入れていく。 ③資料を整理するだけでなく，情報を正しく読み取り， 的確に判断し，それを他者にきちんと説明させていく 場面を設定する。 ④自分の考えや振り返りをノートに書いたり，数学の用 語を使って自分の考えを仲間に伝えたりするなど，言 語活動を充実させていく。また，単元末での数学的な 表現力を見取る評価問題を、単元指導計画を立てる際 に設定しておく。 （３）実践事例 ①学年  第１学年 ②単元名 「比例と反比例」 ③本時の目標 比例の考え方を活用し，２つのグラフからペットボトルキャップの買い取り額を求める方法を説明する。 ④本時の学習展開                        ・グラフ①を提示し，そこからわかることを発表し合い 見通しを立てる。 ・比例の性質・考え（グラフが原点を通る直線になって いる，一方が２倍，３倍になると，もう一方も２倍， ３倍になること）をおさえる。 ・キャップの数を数えなくても重さで考えられることか ら，グラフ②も利用して課題を解決する方法を考える。 ・自力解決の後，班で考えを出し合い発表する。 ・学習のまとめと評価をする ⑤授業改善のポイント  「数学的な表現力」の育成を意識した授業づくり ○授業の学習指導過程を工夫し，一斉学習や小グル－プ において，生徒同士による説明や伝え合いの場面を設 定する。 ・自分の考えを伝えるために，書く活動を取り入れる。 ・言葉や式，図，表，グラフなどで自分の考えを表現 させていく。 ○生徒の主体的な学習を促すような，「活用する力」を 育む問題の設定を工夫する。 ・袋いっぱいのペットボトルキャップ（８ｋｇ）を見 

せて，何人分のワクチンに変えることができるかという問題提起から，グラフを読み取り，比例の考えを使って課題を解決させた。また，その考えを説明させた。人権学習ともつながる教材である。 ⑥授業の様子（生徒の変化） ・袋いっぱい（８ｋｇ）のキャップを見せることで生 徒は興味を持ち，課題解決に取り組んでいくことが できた。 ・「個数が○倍になると，代金も○倍になる」ことをおさえ，この考えを使えばキャップ１個当たりの代金を求めなくてもグラフからすっきりと解決できるよさに触れることができた。授業後の評価問題では，比例の考えを使って問題を解決できており，ねらいを達成できた生徒が多かった。 ・自分の考えを十分に伝えられない生徒もいるので， 支援の方法の工夫がまだ必要である。 （４）検証  ・自分の考えを数学的に表現し，根拠を明らかにして説明する場面において，表・グラフ・式のいずれかを必要に応じて用い，自分の考えを表現する生徒が増えた。しかし，自分の考えを表現できない生徒もおり，細かな手立てが必要な場面もある。 （５）今年度の成果（ ○ ）と課題（ ● ） ○単元指導計画の作成にあたり，生徒に何を押さえて指導すればよいかが明確にした。また，その考え方をはっきりと言語化することで，生徒は，その考えを活用しているという意識をするようになった。 ○学習のまとめを振り返らせ書かせる指導や，解決の 方法を書く機会を多くすることで，書くことに対する抵抗感が少なくなってきている。 ●課題を十分に把握できなかったり，自分の考えをしっ かりと持てなかったりする生徒に対する手立てが十分 ではなかった。 ●授業におけるグループ学習での関わり合いの仕方につ いての指導をさらに工夫する必要がある。 ●文字式で表すことに不安を感じている生徒がいる。文 字の良さを実感できるような指導を仕組んでいきたい。  【 英語 】 （１）調査結果の分析 平成２２年度「基礎・基本」定着状況調査から ○無解答生徒の減少 「書くこと」の領域における無解答率が，評価問題，調査問題，定期考査において減少傾向にある。つまずきの段階を把握するために無解答生徒を対象にアンケート調査を実施し，実態把握を行ったりスモールステップを踏んだりする設問にする等，問題を工夫する等したことが無解答生徒の減少につながったのではないかと考える。 ●基本的な語彙・文構造の定着の不十分さ   正確に一文を書くことについて，単語の綴りミス符号 の無記入，語順の誤り等の課題がある。小テストの実 施頻度を増やしたり，既習事項をスパイラルに取り入 れたりする授業を行う等の手立てが必要である。 ●領域「書くこと」□10：自分の考えや気持ちなどが読み 手に伝わるように書くこと。 （H22「基礎・基本」本校正答50.0%）  一般動詞の過去形，自分のことを表現する語彙・語句 の定着が十分でないため，一文を正確に書くことがで きていない。 ●領域「書くこと」□12：英文のつながりを考えて書く  こと。  （H22「基礎・基本」本校通過率：56.8%）    代名詞，三人称単数現在形の動詞のsなどの文法上の誤りや，前後の文のつながりを考えて書く学習が十分

課題  ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを送るという活動がある。リサイクル業者にキャップを買い取ってもらい，１人分２０円のポリオワクチンを買い，世界の子どもに届けるのである。この袋いっぱいに集まったペットボトルキャップで何人の子どもの命が救えるだろうか。比例のグラフを利用して考えてみよう。 



でない。          （２）今年度の取組内容について ①無解答生徒の実態調査  無解答生徒のつまずき段階を把握することに加え，無  解答の生徒が解答するようになった変容の背景を分析 する。 ②帯学習時における３min.視写タイム活動 文型ドリルを活用し，時間を意識し，正確に１文を書かせきる活動時間を確保する。段階を経て，１文を見る時，アルファベット一文字ずつ写すのではなく，単語のまとまりごとに視線を移動することで視写するよう促す。この活動は，日々の家庭学習にもつなげる。 ③教科書を活用した週末ライティングノート 教科書の本文をモデル文とし，題材は学校行事や自 分の身の周りのことを取り上げ，週１回まとまりの ある英文を書く課題を出す。フィードバックについ ては正確さより内容に重点を置き，指導者（ALT） が気づきを記入する。また，内容によっては授業でもライティングノートを活用し，ALTのコメントに対し，さらに返答を加えたり，仲間同士により互いの英文を読み合い，フィードバックさせる活動を取り入れたりする。 （３）実践事例・単元の紹介 ① 学年  第１学年 ② 単元名 「Unit７ カナダの学校」 ③本時の目標 （「表現の能力」のみ抜粋） ・人について，誰であるか尋ねたり，それに答えたりすることができる。 ・学校の先生について，読み手に正しく伝わるよう５ 文以上の英文を書くことができる。 ④ 本時の学習展開（指導計画） ・全10時間のうち本時は３時間目に実施。 ⑤授業改善のポイント ア 指導方法の工夫 ・英単語を正しく綴り，語順を意識してキーセンテ ンスを正しく書くための視写タイムを設定する。 ・相手を意識しながら対話を行わせたり，書いた英  文を相互にコメントし合うことをさせたりして，意欲的に活動できるようペアワークを適宜取り入れる。 ・既習事項の定着と活用を意識させ，三人称単数現在 形の文を使い英文を書かせる。また，まとまりのあ る英文を書かせる際，誰に対して何をどのくらい書 くのかを明確に示す。 イ 教材の工夫 ・基礎コースのクラスであることを踏まえて，意欲付けや理解の助けにもなるよう，身近な題材や視覚教材を多く取り入れる。      ・英作文を書く学習シート（ピア・ワークシート）に は，英作文を書く際の留意点を５点（３点：正確さ， ２点：内容の豊かさ）示し，書き手・読み手がチェ ックできる欄を設けた。   

               ウ 評価の工夫 ・「書くこと」についてどの段階に課題があるのかを把 握できるよう，語順を問う問題やメモ情報をもとにまとまりのある英文を書かせる問題を作成した。 ⑥授業の様子（生徒の変化） ・視写については，英文を書く際，一単語を覚えて書くよ う意識し，結果として2分で文型ドリルの基本文を写すことができる生徒が8割をこえた。     ・仲間の英文から３単現の動詞のsの脱落に気付いた生徒や，「弓道」を英語で表わすとどういう表現がよいか，クラス全体で考える場面があり，生徒同士のかかわりあいが英作文の仕上げに役立つ様子が見られた。    ・very much やtoo等を文末に付けて書いている生徒がいた。英文をより豊かにするよい表現として，活動を一時中断してでも生徒全体にフィードバックする必要があった。 （４）検証       ・語順の理解を確かめる問題： 疑問詞who→正答率97%,無解答率３％     応答文  →正答率85％、誤答率12％，無解答率３％    ・まとまりのある英文を書く問題：     正答率 →３文14％，２文30％，１文28％， 無解答率→７％ ○まとまりのある英文の正答率が２学期初めに比べ，７％か ら14％に増えている。 ●綴りの誤りや冠詞がない誤答が38％を占める。 （５）今年度の成果（ ○ ）と課題（ ● ） ○「書くこと」における基礎的・基本的な力の定着 「基礎・基本」定着状況調査において平均通過率が昨年度は広島県平均通過率を0.5%下回っていたが，今年度は3.1%上回った。さらに，昨年度の課題領域の「書くこと」においても，県平均通過率を11.7%上回った。特に「書くこと」については，授業の学習内容を家庭学習の課題として提示したり，評価問題，調査問題では，課題を焦点化した設問を継続的に出題したりすることが，通過率の上昇に反映していると考えられる。 ○相手意識をさせた学習形態や家庭学習の取組 「自分の考えや気持ちなどを英語で話すこと」につい て，前年度に比べ，肯定的回答が5.1%伸びている。 相手意識をさせるために，授業ではペア活動を多く取 り入れたことやライティングノートの活用が成果につ ながったと考える。            ●英作文の正確さや豊かさを身につけさせるために，家 庭学習の週末ライティングノートの具体的な活用の一 つとしてピア・フィードバックの手法を取り入れ，生 徒の実態に応じたフィードバックの段階を具体的に示 す必要がある。 

「ピア・ワークシート」 ＊ Y ＝あなた  P ＝パートナー ＊ □    ⇒ ? （確認できたらチェックマークを記入する） ＊ 赤色  ⇒ ルールの誤り     ／ 豊かな表現（必見情報）      ＊選ぶ項目⇒  好 き 持ち物 スポーツ 欲しい 聞 く 読 む 見 る 
 

 ≪家庭学習≫ Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：          Ａ：Ａ：Ａ：Ａ：     立場（職業）                                               （職業                                            スポ  ーツ                                            スポ  ーツ                                            ☆必見情報☆                                         
 Y  ／  P 文のルール  Y ／  P  文の豊かさ １ □ □ WhoWhoWhoWho～？～？～？～？とその応答職業職業職業職業（（（（立場立場立場立場）））） ４ □ □ 5555 文文文文 ２ □ □ 主語が HeHeHeHeまたは    SheSheSheShe ５ □ □ 必見情報必見情報必見情報必見情報    = = = = イギリスイギリスイギリスイギリスのののの学生学生学生学生に興味興味興味興味       をもってもらえそう！ ３ □ □ 一般動詞一般動詞一般動詞一般動詞＋s,ess,ess,ess,esまたは have⇒hashashashas     


