
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：：：：府中町立府中中学校府中町立府中中学校府中町立府中中学校府中町立府中中学校    所在地所在地所在地所在地：：：：安芸郡府中町宮安芸郡府中町宮安芸郡府中町宮安芸郡府中町宮のののの町五丁目町五丁目町五丁目町五丁目4444番番番番28282828号号号号    ＨＨＨＨ ＰＰＰＰ：：：：http://www.fucyuhttp://www.fucyuhttp://www.fucyuhttp://www.fucyu----j.hiroshimaj.hiroshimaj.hiroshimaj.hiroshima----c.ed.jp/c.ed.jp/c.ed.jp/c.ed.jp/    学校規模学校規模学校規模学校規模：：：：１８１８１８１８学級学級学級学級，，，，５７９５７９５７９５７９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    ②研究のねらい 確かな学力の育成をめざす上で，その重要な要素の一つである「学習意欲」の育成に焦点を当てた。生徒相互の「学び合い」を取り入れることで学習意欲を喚起し，学力向上につながると考えた。今年度は，「学び合い」にふさわしい教材の工夫，発問や学習活動の工夫を研究し，思考力，判断力，表現力を高め，確かな学力の育成をめざした。 （２）研究組織・体制                     （３）研究内容 ①基礎基本の徹底を図る授業づくり ・R-PDCAマネジメントサイクルを用いた授業改善 ・学習意欲の向上に結びつく効果的な「学び合い」 ・家庭学習「Fuchu Study ABC」と連携させた授業展開 ②豊かな心を育てる環境づくり ・学習規律の徹底「学習規律三か条」 ・ソーシャル・スキル・トレーニングを取り入れた人間関係づくり ・清掃活動の充実による学習環境整備 ③授業力向上をめざす教職員研修 ・グループ研修(教科の壁を越えて指導案検討，採点･分析等) Ⅰ類(国語,社会,特別支援) Ⅱ類(数学,理科,技術家庭) Ⅲ類(英語,美術,音楽,保健体育)  

                         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平成２２年度「基礎・基本」定着状況調査 
国語82.5％(県平均＋5%) 数学77.5％(県＋4.9%) 英語73.4％(県＋3.2%) 通過率が昨年度と比較し上昇した。数学では無解答率が昨年度の6.7％から3.0％へ減少した。  ②家庭学習の充実 「Fuchu Study ABC」の取組で，Studyノートの提出率(10月までの集計)が90.4％であった。また，「予習をする」，「復習をする」と肯定的に回答した生徒の割合を昨年度と比較すると42→48％，58→65％と上昇した。 （２）課題 ・「活用力」の向上 ・内発的な学習動機の向上「分かるようになりたいから勉強しています」66.8％(県－4.4％) （３）今後の改善方策等 ・言語活動の充実(発表や話し合いの仕方) ・生徒への学習サポートの充実(全校生徒への学習オリエンテーション，個々の生徒への学習相談) ・授業研究の充実(授業カンファレンスによる検証と改善) 

「生徒が主体的・意欲的に取り組む授業づくり －効果的な『学び合い』を取り入れた指導方法の工夫－」 

 授業づくり 基礎基本の徹底 
 

 

 

学力向上「学び合う・伝え合う・響き合う」  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuchu Study ABC  家庭学習の定着 
 Study B(家庭学習) ･文章課題 ･文章問題(図形･関数) Study A(HR学習) ･漢字･文法練習 ･計算練習 Study C(確認テスト) 
Study A,Bから理解定着を確認(月２回) 環境づくり   学びの基盤 

  キャリア教育・道徳教育・人権教育 自尊感情・自己肯定感 学習規律 ･ベル着・あいさつ ・立腰の姿勢 学習集団 学び合う集団 学級活動･行事･生徒会活動 学習環境 ･清掃活動 ・ギャラリースペース 
 

「「「学学学びびび合合合いいい」」」のののたたためめめのののグググラララウウウンンンドドド・・・ルルルーーールルル (((基基基本本本ルルルーーールルル))) ○○○○基本姿勢基本姿勢基本姿勢基本姿勢    ・・・・机机机机をきちんとつけるをきちんとつけるをきちんとつけるをきちんとつける    ・・・・中央中央中央中央にはにはにはには荷物荷物荷物荷物をををを置置置置かないかないかないかない    ・・・・全全全全全全全全員員員員員員員員がががががががが自自自自自自自自分分分分分分分分のののののののの意意意意意意意意見見見見見見見見をををををををを言言言言言言言言うううううううう    （（（（分分分分からないときはからないときはからないときはからないときは「「「「分分分分からからからからないないないない」」」」とととと言言言言うううう））））    ○○○○話話話話しししし手手手手はははは                
 

・・・・ははははははははっっっっっっっっききききききききりりりりりりりりとととととととと最最最最最最最最後後後後後後後後ままままままままでででででででで話話話話話話話話すすすすすすすす        ・・・・聞聞聞聞きききき手手手手にににに体体体体をををを向向向向けてけてけてけて話話話話すすすす    ・・・・結論結論結論結論をををを先先先先にににに述述述述べべべべ,,,,後後後後からからからから    理由理由理由理由やややや説明説明説明説明をををを話話話話すすすす    ○○○○聞聞聞聞きききき手手手手はははは    ・・・・話話話話話話話話しししししししし手手手手手手手手にににににににに注注注注注注注注目目目目目目目目ししししししししててててててててししししししししっっっっっっっっかかかかかかかか りりりりりりりり聞聞聞聞聞聞聞聞くくくくくくくく         ・・・・自分自分自分自分のののの考考考考えとえとえとえと比較比較比較比較しながらしながらしながらしながら聞聞聞聞くくくく    ・・・・分分分分からないところはからないところはからないところはからないところは質問質問質問質問するするするする 
 

 

学学学校校校ははは「「「学学学びびび合合合いいい」」」ののの場場場   

しししっっっかかかりりり聞聞聞くくく･･･聴聴聴くくく   

じじじっっっくくくりりり考考考えええるるる   

はははっっっきききりりり表表表現現現すすするるる   人人人人とのかかわりのとのかかわりのとのかかわりのとのかかわりの中中中中でででで自分自分自分自分のののの考考考考えをえをえをえを深深深深めようめようめようめよう  

研究主任研究主任研究主任研究主任((((研究推進教員研究推進教員研究推進教員研究推進教員))))    
【校内全体研究・校内全体研修】 研究主題：生徒が主体的・意欲的に取り組む授業づくり －効果的な「学び合い」を取り入れた指導方法の工夫－ 

学習環境整備 ・人間関係づくり ・学級経営力向上 ・生徒指導 ・教室等環境整備 
生徒指導主事生徒指導主事生徒指導主事生徒指導主事    ((((生徒指導部生徒指導部生徒指導部生徒指導部))))    学力向上条件整備 ・記録，分析，評価 ・学力調査，資料化 ・情報発信，普及 ・学習習慣定着 教務主任教務主任教務主任教務主任    ((((教務部教務部教務部教務部))))    チームリーダーチームリーダーチームリーダーチームリーダー    ((((チームリーダーチームリーダーチームリーダーチームリーダー会議会議会議会議))))    各部会の研究推進計画，研究報告・普及 校内授業研究企画・運営・実施（年１０回） 授業力向上（具体的授業改善実施） ⅠⅠⅠⅠ類類類類(9名) 国語･社会･特支 ⅡⅡⅡⅡ類類類類(10 名) 数学･理科･技家 ⅢⅢⅢⅢ類類類類(10 名) 英語･音楽･美術･保体 

 

 

（連携） 府中中学校府中中学校府中中学校府中中学校    学力向上対策事業学力向上対策事業学力向上対策事業学力向上対策事業    実施体制実施体制実施体制実施体制    ≪≪≪≪        推 進 委 員推 進 委 員推 進 委 員推 進 委 員 会会会会    ≫≫≫≫    管理職    学識経験者 研究推進教員研究推進教員研究推進教員研究推進教員（企画・運営・調整） 指導主事  主幹教諭・教務主任  各チームリーダー 研究推進方針，実施計画策定，研究推進体制確立 成果分析・検証，研究推進・進捗管理（年４回開催） 府中町教育委員会 研究支援・経費管理 広島県教育委員会 
数学 国語 

英語 



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」の結果では，Ｂ問題３－二の正答率が37.9％（県36.4％）と低く，この設問の誤答分析を行い，指導上の課題を把握した。 （２）調査結果からの課題 ○課題となる力 ・文章全体の内容を把握する力。 ・表現の仕方に注意して読み，内容について理解し，読み取ったことを文にまとめることができる力。 ○指導上の課題 ・文章全体を通して，何が述べられているかという「全体の内容を把握させる」指導が十分ではない。 ・表現の仕方に注意して読み，読み取ったことを文にまとめる指導の工夫が十分ではない。 （３）学年  第３学年 （４）単元の紹介 ①単元名 第４単元 古典を味わおう「万葉・古今・新古今」 ②単元の目標   「書くこと」の目標 ○基本的な書き方をふまえて，自分の読み取ったことや感想が読み手に効果的に伝わるように工夫して鑑賞文を書くことができる。 ○相互評価を通して学んだことや気付きをまとめることができる。 ③単元の展開（指導計画） 〈第１次〉教科書の和歌を読み，大意をつかむ。   〈第２次〉読み取ったことや感想を鑑賞文にまとめる。 〈第３次〉鑑賞文の相互評価をする。 〈第４次〉学習のまとめをする。 （５）授業改善のポイント ①指導方法の工夫 詩歌を読んで，読み取ったことをもとに鑑賞文を書く方法をつかませる。具体的には次のように指導を行う。 ア 和歌の大意と作者の心情を大まかにとらえさせる。 ・大意と鑑賞文の違いを明確にするために，ここでは「大意とは，その一首を現代語の普通の文（散文）に直すことである。」と定義する。    ・難解な語句や予備知識の必要な和歌については解説を加えて理解を助ける。    ・大意をもとに，その和歌に込めた作者の心情を大まかに想像させておく。 イ 表現の仕方に注目させ，根拠となる表現や語句を明確にしながら，自分の知識や経験と関連付けるなどして鑑賞文を書く。その際，鑑賞文の基本形を示し，読み取ったことを的確にまとめる方法を身につけさせる。・鑑賞文の基本形を示す。それぞれ好きな歌を一首選   び，鑑賞文を書くことを伝える。 
・１段落目に書く内容について，和歌の中に根拠とな

る表現や語句がないか注意して読ませ，読み取ったことを書き留めさせる。根拠となる表現や語句がない項目については，その和歌にふさわしい内容を想像させる。 ・例として一首を取り上げ，学び合いで書き方等を確認した後，各自が選んだ和歌について取り組ませる。 ウ 書いた鑑賞文を互いに読み合い，相互評価させる。 ・書いた鑑賞文を互いに読み合い，いくつかの視点を示して相互評価させる。 ・他の生徒の鑑賞文を読んで学んだことや自分の鑑賞文に対する評価を見て気づいたことをまとめさせる。   ②教材の工夫 ・生徒の興味・関心を喚起し，イメージをふくらませるために，導入で大きく印刷した画像を提示する。 ・鑑賞文の書き方を理解しやすくするためのワークシートや評価の視点を示した相互評価カードを用いる。 ③評価の工夫 ・定期試験に，学習したことを踏まえて和歌の鑑賞文を書く問題及び「平成22年度全国学力・学習状況調査」Ｂ問題３－二の類題を出題し，評価を行う。 （６）授業の様子 ○鑑賞文の基本形を示したことにより，書くことが苦手な生徒も意欲的に学習に取り組んだ。 ○「学び合い」の活動に積極的に取り組み，全員が挙手して発表できる場面も見られた。 
（７）検証 ○「定期試験」和歌の鑑賞文を書く問題の正答率…68･8％ ○「平成22年度全国学力・学習状況調査」Ｂ問題３－二の類題の正答率…50．0％ （８）成果と課題 鑑賞文を書く学習の指導法を工夫することで，表現の仕方に注意して読み，内容について理解し，読み取ったことを文にまとめることができる力が育成できた。 また，「学び合い」の活動に積極的に取り組み，ものの見方や考え方を深めることができた。 しかし，「平成22年度全国学力・学習状況調査」Ｂ問題３－二の類題の正答率を見ると，一定の成果が見られるものの，設問に応じて読み取ったことを短い文にまとめる力の育成に引き続き取り組む必要がある。 ・２段落構成を基本とする。 ・１段落目→作者が「いつ」「どこで」「何を見て（聞いて，して）」「何を感じて」詠んだ歌か。  ２段落目→作者のものの見方や感じ方などについての感想。 



【数学】 （１）教科の調査結果の分析    平成２１年度「基礎･基本」定着状況調査における文字式に関する通過率は次のようであった。 設問の内容 通過率 １次式の意味を読み取る 69.1％ 具体的な事象における数量の関係を式に表す 45.9％ また，具体的な事象における数量関係を式に表す設問の誤答は次のようであった。 誤答の内容 割合 数量の関係を見つけることができない 23.6％ 変わらない部分について理解していない 7.3％ 無解答 16.4％ （２）調査結果からの課題 具体的な事象において事象を数学的に解釈し，文字を用いて一般化することに課題がある。具体的な数を考えることはできても，式として考える力や，式の意味をよみとる力が弱い。 また，誤答類型から，規則的に増える数と文字の積として表すだけのものが多く，増加する数量にのみ着目し変わらない数量を理解していないと考えられる。さらに，無解答が多いことから，数量関係を表現することや，文字を扱うことに対して苦手意識が強く，考える以前に意欲を喪失していると考えられる。 （３）学年 第１学年 （４）単元の紹介 ①単元名 文字式 ②単元の目標  ・いろいろな事象に含まれる数量関係や数学的な性質を見いだし，意欲的に問題解決に活用しようとする。（関心・意欲・態度） ・身のまわりの事象を文字を用いて考えることができる。（見方や考え方） ・数量の関係や法則を式に表したり，文字式の計算をすることができる。（表現・処理） ・文字式の意味を理解することができる。（知識・理解） ③単元の展開（指導計画）全１５時間 節 項 学習内容 文字を使った式（３） 簡単な数量を文字式で表したり，読み取る。 文字式の表し方（２） 文字式の積や商のあらわし方を理解し，いろいろな数量をきまりにしたがって文字式に表す。 文字式 式の値（２） 代入や式の値を理解し，式の値を求める。 １次式（２） 項と係数の意味を理解し，同類項をまとめる。 式の計算 １次式の計算（３） 数と１次式の乗除，１次式の加減の意味を理解し，計算する 問題演習（２） 章末問題を通して，これまでの学習を振り返る。 まとめ 発展 自由研究（１） 歴史的な逸話を題材にして，２の累乗の増加の仕方を調べる。  

（５）授業改善のポイント ①指導方法の工夫 ア 具体的な数を求めるための式を考え，「ことばの式」を作ることで数量関係を考察させ，文字式へとつなげさせる。  イ 個人での解決が困難な場合など，小グループでの話し合い活動を活用する。また，全体に説明させることで解決方法を交流することで，多様な見方や考え方を共有させる。 ウ 数学のことばを用いて説明する場面を設定する。 エ 実感を伴って理解できるよう，具体物や視覚的にとらえやすい教材を活用する。 ②教材の工夫   ・多様な解法が可能である課題を設定し，一番効率よく解決できる方法を考察させる。また，具体物を使った操作活動を取り入れることにより，視覚的に確認できるようにする。    ・授業では，具体物としてマッチ棒を用いて，規則性に着目して考察させ，文字式へとつなげる導入部分を扱う。 ③評価の工夫   ・授業で扱った課題と同様に，マッチ棒の本数を題材にした。 
（６）授業の様子（生徒の変化）   具体的な数を使って式を作り，文字式を類推する生徒が増えた。また，既習事項に不安がある生徒もグループ学習を取り入れることにより始めからあきらめることはなくなってきた。文字式に対する苦手意識をもつことなく，学習できているようである。また，多様な方法で解決しようと積極的に取り組むようになってきた。 （７）検証   上記評価問題(２)と昨年度の「基礎･基本」定着状況調査を比較すると，通過率は約29.1ポイント増加し，無解答率は約15.4ポイント減少した。誤答としては変わらない部分がはじめの３本としているもの( 32 +a )が多かった。 （８）成果と課題 効果的であったと考えられる取り組みは次の３点である。 ○具体物を使っての操作活動  ○ことばから文字式，文字式からことばにして説明する活動 ○グループでの考え方の交流 しかし，(１)の正答率は96.3ポイントに対して(２)をみると具体的な値を代入して確かめることの指導が不十分であった。立式後に具体的な数値を代入し確かめることを徹底していく必要がある。 

１ マッチ棒を使って，正三角形をつないだ形を図のようにつくります。このとき（１）・ （２）に答えなさい。      （１）正三角形を５個つくる  とき，マッチ棒は何本 必要になりますか。 （２）正三角形をa 個つくるとき，マッチ棒は何本必要になりますか。a を用いた式で表しなさい。 

説明するときは ① をはっきりと ② を使って ③ に    

  正三角形 が １ 個 の と き       正三角形 が ２ 個 の と き       正三角形 が ３ 個 の と き   



【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 
（２）調査結果からの課題   調査結果から次の３点を課題としてとらえた。 ①話の流れを理解しながら物語全体を把握する力   代名詞itが何を指すのか意識して文を構成することができていないため，先に代名詞を出す誤答が多かった。  ②正しい英文を書く力   Be動詞と一般動詞を使って書く（I was watched TV.），現在形で書く（I watch TV.）誤答が多かった。  ③前後のつながりのある英文を書く力   会話の流れを意識した文構成になっていない，be動詞と一般動詞の区別がついていない誤答が多かった。 （３）学年 第３学年 （４）単元の紹介  ①単元名 Unit6  20th  Century Greats  ②単元の目標   ・学習した文法を用いて紹介文等を作ることに興味や関心を持ち，積極的に活動に参加しようとする。   ・接触節，関係代名詞の用法を身につけ，それらを用いて正しく書いたり話したりすることができる。   ・接触節，関係代名詞を含む英文を読んだり聞いたりして内容を理解することができる。   ・後置修飾の文構造，関係代名詞の用法について理解できる。  ③単元の展開（指導計画） 次  時 内  容 1 part1 本文理解 1 接触節の用法について理解する。 2 part2本文理解 whoの用法理解 1 関係代名詞whoの用法を理解し それを用いて紹介文を書くことができる。 3 whichの用法理解 作文練習 1 関係代名詞whichの用法を理解 し,それを用いて紹介文を書くことができる。 4 part3本文理解 英問英答 1 後置修飾を含む英文の文構造を理解し，内容を読み取ることができる。 5 part4本文理解 thatの用法理解 1 目的格の関係代名詞を理解している。 6 関係代名詞のまとめ 自由英作文 1 関係代名詞の用法についてそれぞれの違いを比較して理解している。 （５）授業改善のポイント ①指導方法の工夫 ア 会話文を完成させる課題を通して，前後の流れから意味の通じる正しい英文を考えさせる。また，それを基に関係代名詞の導入を行い，理解を深める。 イ 主語・動詞，接触節の主語・動詞がそれぞれ分かるよう，枠を入れたワークシートでドリル練習を行う。１０文以上書くことを目標にし，多くの文を書かせる。 ウ who以下の接触節の内容で，時制や表現方法を工夫して書けるよう，トピックを工夫する。 エ 会話形式での練習場面を設定し，自己表現力を高める。 ②教材の工夫   ・語の役割が一目で見て分かるよう，枠に一語ずつ当てはめ

ていく形でのドリル練習を行う。表形式にすることで，複雑な文構造でも，語順を考えながら英作文することができる。 ③評価の工夫    ・時制を意識して作文できているかを見取るために評価問題を作成・実施し,8割以上の通過率で定着が図れたとする。 （例）  （６）授業の様子（生徒の変化）  導入段階での会話を完成させる英作文の課題については，既習の知識を使ってバラエティに富んだ正確な英文を作ることができた。これは，４人グループで取り組ませたことで時制等の細かいミスに気づくことができたことと，他のメンバーの文と比較することで，会話が成り立つようにするためにどのような内容が適しているかについて考えることができたからであると考えられる。これまでに主語と動詞を意識して読むこと，書くことを指導してきたことが，少しずつ生徒に定着している様子が伺えたグループ活動であった。  しかし，個人学習であるドリル学習においては，接触節の中の動詞が抜けてしまうなどの動詞に関するミスが多くみられた。新しく学習した内容については正しく書くことができるが，既習事項を用いての作文となると，まだミスが多い現状がある。  まとめで行った紹介文の作文では，主語の代名詞が誰のことを指しているのかを考えるクイズ形式を用いて行った。ドリル学習で十分に確認の時間を取ったため，動詞のミスはほとんどなかった。また，歴史上の人物や有名人を取り上げたので，楽しみながら英文を書くことができていた。書く活動においてはトピックの工夫は欠かせない点であると考える。 （７）検証  接触節の動詞を意識して作文できているかを見取るために単元終了後に事後テストを実施した。問題は，主語にI，先行詞に a friend を入れ，どちらに対応した動詞を入れればよいのかを理解できているか，ということも合わせて検証できるものとした。 
（８）成果と課題  授業始めのドリル練習やHR学習での取組の結果，動詞の時制や表現方法について，意識して書けるようになっている。特に時制については，作文後に見直しをする際に一番のポイントとして捉えられるようになっている。しかし文構造については，後置修飾の形がまだ確実に定着できていない。特に主語の中に後置修飾が入った時の語順のミスが目立つ。主語と動詞の関係を意識して大まかに意味を捉えていくよう指導の工夫が必要である。また，書く活動においては，生徒が楽しんで取り組めるよう，トピックや課題の工夫も必要である。また，相手に分かりやすく伝えることを意識させるためにも，書くことのみにとどまらず，授業内で表現させていく場を設定していく。 

問題 通過率 誤答率 無答率 〔９〕 45.1 52.7 2.2 〔１０〕(2) 52.7 38.3 9.0 〔１２〕 45.9 43.8 10.3 He (  ) a man who (   ) cooking. 彼は / 料理することが好きな / 男性です。 

65.6 81.8事前テスト 事後テスト


