
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：：：：三原市立第三中学校三原市立第三中学校三原市立第三中学校三原市立第三中学校    所在地所在地所在地所在地：：：：三原市宮沖三原市宮沖三原市宮沖三原市宮沖3333丁目丁目丁目丁目15151515番番番番2222号号号号    ＨＰ：ＨＰ：ＨＰ：ＨＰ：http://www.mihara.ed.jp/~dai3http://www.mihara.ed.jp/~dai3http://www.mihara.ed.jp/~dai3http://www.mihara.ed.jp/~dai3----jh/jh/jh/jh/    学校規模学校規模学校規模学校規模：：：：14141414学級学級学級学級，，，，422422422422名名名名（（（（HHHH22222222....11111111....１１１１現在現在現在現在））））    １ 研究の概要 （１）研究テーマ及び研究のねらい ① 研究テーマ 基本的な知識・技能の習得と思考力・表現力の育成  ～指導方法の工夫と教材開発を通して～ ② 研究のねらい 具体的な指導方法の工夫や教材開発を行い，基礎的基本的な知識・技能の習得とともに，思考力・表現力を育成する。 ③研究仮説 各教科において次のことを改善すれば，思考力・表現力が育成できるであろう。 ○「三原市授業モデル」に沿った授業の改善 ・「個人思考，集団思考，全体思考・比較・検討，個人思考（振り返り）」の共通スタイル ・ 教科の特色や課題を踏まえた展開部分（まとめの段階） 国語： 自分の考えを書く 数学： 自分で説明する 英語： 自分で表現する（「書く」活動の重視） ○「三原市家庭学習モデル」により家庭学習の習慣化，充実を図る。 ・知識・技能の定着に加え，表現力・思考力の育成を図る課題の提示。 ・家庭学習と授業との関連を図り，基礎基本の定着を図る。 （２）研究組織・体制（省略） （３）研究内容 ①学力調査等の分析 〔国語〕 ・「読むこと」の心情把握が，十分でない。 ・「聞くこと」で，全体と部分・事実と意見の関係に注意して聞くことができない。 ・「書くこと」で，自分の考えの適切な理由を述べることが十分でない。 〔数学〕 ・図形領域の通過率で，おうぎ形の面積を求める問題の通過率が低い。 ・数量関係の領域では，反比例の表の完成の問題が特に低い。 ・数と式領域では，文章で答える問題の通過率が低い。 〔英語〕 ・「読むこと」の領域で，通過率が低い。 ・正しい助動詞を補う問題が十分理解できていない。 ・日付けや曜日を聞き取る問題が，県平均を大幅に下回っている。 ②授業改善のポイント ア 「ひろしま」学びのサイクル ・しっかり教える，じっくり考えさせる，はっきり表現させる，授業の改善を行う。 イ 「ことばの教育」との関連 ・論理的思考力を高めるため，「書くこと」を授業に位置付けた授業改善を図る。 ウ 教材の工夫 エ 評価の工夫 ・調査問題と同様の評価問題を授業後に行い，正答率や個の変容から授業を検証する。 

③家庭学習の定着 ・家庭学習と授業との関連を図り，基礎基本の定着を図る。 ④推進協議会 ・推進校，推進地域で実践計画の作成 ・実践内容の協議，研究授業 ・実践のまとめと改善策 ⑤教科研究グループ ○国語，数学，英語の３グループに分かれ，推進協議会及び市教育研究会各部会との連携により研究を進める。 ・各学校の取組の視点の交流，確認。 ・市内で共通の取組を実施し，検証を行う。 ・成果，課題を整理し工夫改善を図る。 ⑥評価問題 ・調査問題と同様の評価問題を授業後に行い，正答率や個の変容から授業を検証する。 ⑦調査問題 ・三原市で実施している標準学力調査及び「基礎・基本」定着状況調査を基に，同じ観点で，１・２年，３教科の調査問題を作成・実施し，授業改善の検証を行い，次年度の取組を明らかにする。 ⑧成果の普及活動 ・合同研究発表会での発信 ・学習指導案，学習ノート等の実践事例集の作成，配布 ・作成資料，取組みのＨＰによる発信 ・市内教育研究主任研修会等での研究報告  ２ 研究の成果と課題等 【学力調査の結果】 ○標準学力調査は，各学年課題設問通過率２ポイントアップとい う指標を上回った割合が，33.3％だった。 ○全国学力・学習状況調査の結果は， 国語Ａ74.5％（▼1.5）・Ｂ66.3％（△0.6）， 数学Ａ63.4％（▼1.5）・Ｂ41.5％（▼1.8）であった。  〔資料１ 学力調査結果（全国学力・学習状況調査）の推移〕 全国学力〔国語B〕0102030405060708090 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 本校広島県全国 全国学力〔数学B〕0102030405060708090 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 本校広島県全国  ○主として活用にかかわる国語科Ｂ問題が県平均を上回り，思考力・表現力が向上しつつある。     ○生徒質問紙・指導方法質問紙とも，概ね数値の向上が見られる。課題克服に向け，意識した取組ができつつある。            

表１：生徒質問紙 肯定的評価 ％ 領 域 Ｈ21 5月 Ｈ22 5月 学習習慣 53.4 55.8 思考力 67.0 67.8 表現力 60.7 58.1 学習動機・学習意欲 65.3 67.8 社会的事象への関心や体験 72.4 72.6 読書活動 52.7 55.3 国語 68.0 67.9 数学 66.6 65.7 英語 55.4 65.5 

国語Ｂ問題が，県平均を上回る。数学Ｂも，その差が縮まる。 
〔資料２ 生徒質問紙調査：昨年度との比較〕 



国語（領域別平均通過率）89.3 85.9 72.1 76.486.4 76.9 72.4 79.7020406080100 聞くこと 書くこと 読むこと 言語事項 三中県
〔資料３ 学力調査結果（「基礎・基本」定着状況調査）の推移〕  国語
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60.065.070.075.080.085.0
H１７ H１８ H１９ H２０ H２１ H２２ 広島県三原市三中    ○「基礎・基本」定着状況調査の結果は，国語77.9％（△0.4）・数学66.8％（▼5.8）・英語63.5％（▼6.7）であった。 ○基本的な知識・技能の習得といった点で課題が見られる。 〔資料４ 全国学力Ｂ問題：正答率・無解答率の県平均との比較〕 

            
（１）成果  ○「個人思考，集団思考，全体思考・比較・検討，個人思考（振り返り）」の共通スタイルと 教科の特色や課題を踏まえた展開部分（まとめの段階）の授業スタイルは，思考力・表現力の育成に概ね有効であった。        〔資料４〕                  ○国語Ｂ問題が，県平均を上回った。数学Ａ・Ｂとも，その差が縮まった。国語では，「提示する資料に，説明したい内容を簡潔に書く」（△5.4％）「資料の修正の方法を選択し，修正の具体的なやり方とその理由を書く」（△4.7％）「二つの表現に共通した面白さについて自分の考えを書く」（△2.7％）といった表現力に関わる問題の正答率が，県との比較で特に高い。 ○「三原市家庭学習モデル」により家庭学習の習慣化，充実を図ることは，思考力・表現力の育成に概ね有効であった。                      〔資料５〕 （２）課題 ○生徒質問紙の，〈表現力〉について詳細を見たとき，言語技術に関わる項目で数値を下げている。 （「自分の考えや意見を，具体的な例を挙げ順序に気を付けながら 話しています。」(▼4.1%））          〔資料２〕 （３）今後の改善方策等 ○基本的な知識・技能の習得を図るために，積極的に生徒が取組む授業づくりを行う。 ・学習意欲や安心感を向上させるために，授業規律を確立する。 ・自己効力感や信頼感を向上させるために，協同学習を積極的に導入する。 ・基礎学力向上のために，家庭学習の定着を徹底する。 ・家庭学習や発表の仕方など，何をどのようにすればよいかを分かりやすく丁寧に指導する。  ○表現活動の充実を図る。 ・基礎学力や表現力の向上のために，言語技術を取り入れた指導の工夫を行う。各教科等で言語活動の充実図り，自分の考えをしっかり書かせ，それをペアやグループではっきり表現させる学習を行う。   

３ 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 中学校国語〕     
（２）調査結果からの課題 【誤答分析】 （「基礎・基本」定着状況調査国語 三 ３（３）） ○解答類型４・５（誤答）が併せて20.0％，無解答が12.4％であることから，以下のことが分かる。  ・主人公Ｈが「自分が悪い」と思ったことには触れておらず，登場人物の心情が十分には理解されていない。内容の読取りが不十分と言える  ・登場人物の心情を答える問題３（２）での正答率91.0％，無解答が1.4％と比較したときに，理解している事柄を文章に表現することに抵抗を覚える生徒が多いことが見て取れる。 ・解答類型３（準正答）が0.0％であることから，記入している上位層の生徒については，文の構造については理解できている。 【課題となる力】 ○文章を正確に読み取る力 ○自分の考えや意見などを文章化する力 【指導上の課題】 ○登場人物の言動に注目し，心情を把握する指導が十分でない。 ○考えや意見などを短文で表現することに抵抗感を覚える生徒が多く，その意識を払拭できていない。 （３）学年 第２学年 （４）単元の紹介 ① 単元名 詩を読み味わう ② 単元の目標  ○詩のもつイメージを想像し，自分の感想をもとうとしている。 ○詩にこめられた作者の思いを読んで，人間についての自分なりの考えをまとめている。 ○詩の中の語句の効果的な使い方について理解し，自分の言葉に役立てている。 （５）授業改善のポイント ア【「ひろしま」学びのサイクルとの関連について】 ≪しっかり教える≫ ○詩の表現技法－擬人法－について，振り返りをさせる。 ≪じっくり考えさせる≫ ○詩の構成について，時間の経過を基に３つのまとまりに分けさせる。主人公の心情について，叙述を基に読み取らせる。 ≪はっきり表現させる≫ ○主人公の心情について，叙述を基に読み深め，それを決められた字数で表現させる。 イ【「ことばの教育」との関連について】 ・時間の経過を考え，現在・回想・未来に分けさせる。 ・自分がそう考える理由や根拠を叙述に基づいて表現させる。          ウ 教材の工夫 ○時間の経過を基に，まとまりを意識させたワークシートを準備し，場面ごとに主人公の心情を読み深めさせる。 エ 評価の工夫（評価問題，調査問題も含む） ○二人の生徒の会話形式で，内容の振り返りを行う評価問題を作

○「聞くこと」の領域で，話し手の意図をとらえる内容の通過率は， 県平均より0.7％低い。意見を支える理由をとらえる内容の通過率は，6.6％高い。 ○「書くこと」の領域は，概ね良好で，通過率は，県平均より9.0％高い。 ○「読むこと」の領域では，登場人物の心情の把握は2.7％高いが，要旨の把握で        2.8％・文章の展開の把握で2.1％，それぞれ低い。 ○「言語事項」の領域には課題が多く見られ，主語・述語の関係の通過率が9.6％・行書の 基礎の通過率が18.4％・小４の漢字の書きの通過率が5.7％，それぞれ低い。 全設問中　正答率正答率正答率正答率が県平均を上回った割合（全国学力B問題）010203040506070 国語B 数学B 平成２１年度平成２２年度 全設問中　無解答率無解答率無解答率無解答率が県平均を下回った割合（全国学力B問題）020406080100 国語B 数学B 平成２１年度平成２２年度家庭学習の時間（生徒アンケートより）010203040 0 ０～３０分未満 ３０～６０分未満 ６0～８０分未満 ８0～１００分未満 １００分以上 平成２１年度・前期平成２１年度・後期平成２２年度・前期〔資料５ 家庭学習の時間（生徒アンケート）〕 



成し，それを解くことが，読みを深化させるとともに，学 習内容のまとめにつながるようにする。 
 （６）授業の様子（生徒の変化） ○時間の経過で場面を分けることはできたが，そのことに時間をかけすぎ，主人公と「あいつ」の関係や，主人公の場面ごとの心情を的確にとらえさせるまでには至らなかった。 （７）調査問題からの分析 ○詩の中から当てはまる言葉を書き抜く問題は正答率が87.5％と高い。ただ，誤答はすべて「洗って干した」と表記されている。洗う行動に，落ち込んだ主人公の心情を読み取ったものかどうかの判断が難しい。 ○25字以内で主人公の気持ちを書く問題は，準正答も含め正答率が６割程度であった。「あいつが，また戻ってくる」（３名），「まだ，あきらめたくない」（１名）など，明らかに間違った読み取りをしている生徒もいた。 （８）成果と課題 ①成果 ○ウ「教材の工夫」は，まとまりを意識した上で，主人公の心情を叙述に基づき考えさせることに概ね有効であった。            ②課題 ●登場人物の関係を充分理解させることなく表現させてしまい，思いがまとまらないまま，言葉を書いた生徒もいる。 ③改善策 ◎読み取りの場面設定を焦点化する。 ◎授業の時間配分を考え，比較する材料やキーワードを提示し，表現活動に取り組ませる。 ◎生徒の読取りの実態を丁寧に把握した上で，表現活動に取り組ませる。 【 数 学 】 （１）教科の調査結果の分析 全国学力〔数学A〕0102030405060708090 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 本校広島県全国 全国学力〔数学B〕0102030405060708090 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 本校広島県全国  ○数学Ａ，数学Ｂともに，全国や県との差が減少する傾向にある。 （２）調査結果からの課題 〔平成22年度 全国学力・学習状況調査 中学校 数学 11(3)〕 【課題となる力】 ○数量の関係を表に表す力 ○変化や対応の様子を式に表す力 ○問題場面を図に表したり，表した図を観察し，情報を正確に 読み取ったりする力 【指導上の課題】 ○具体的な事象の中から二つの数量を取出し，それらの変化や 

対応を調べる活動が不足している。取組む問題数や問題の種類が限定され，日常の事象を数学的に解釈する力を培えていない。 （３）学年 第２学年 （４）単元の紹介 ①単元名  一次関数（学校図書２年） ②単元の目標 ○関数及び一次関数の意味を理解するとともに，事象の中には，一次関数として捉えられるものがあることを理解する。 ○変化の割合の意味を知り，一次関数では変化の割合は一定であることを理解する。 ○一次関数のグラフについて調べ，変化の割合とグラフの傾きとの関係や，比例のグラフとの関係などを理解する。 ○一次関数のグラフをかいたり，グラフから一次関数の式を求めたりすることができる。 ○具体的な事象の中にある問題を，一次関数を使って解決することができる。 ○二元一次方程式のグラフの意味や，連立方程式の解とグラフとの関係を理解する。 （５）授業改善のポイント ア【「ひろしま」学びのサイクルとの関連について】 ≪しっかり教える≫ ○問題解決の過程で扱う既習事項（変化の割合，一次方程式，連立方程式，等式の変形等）を，授業の流れに沿って確実におさえる。 ≪じっくり考えさせる≫ ○問題を図に表す場面，表した図を観察し表にまとめる場面，作った表から二つの数量の関係を捉える場面で，個人思考とグループ活動を機能させることで，じっくり考える機会を大切にする。 ≪はっきり表現させる≫ ○自分の考えを述べる場面で数学的な用語を正しく用いたり，文章題の解答を論理的に書かせたりすることで，表現力の向上を図る。 イ【「ことばの教育」との関連について】 ・グループで自分の考えを述べる場面 ⇒情報を正しく伝える力 ・二つの数量の関係を式に表す場面 ⇒論理的な文章を書く力 ウ 教材の工夫 ○表やグラフをかくことが，問題解決（立式）のために有用   であることを認識させるよう，ワークシートの作り方に配慮する。 エ 評価の工夫（評価問題，調査問題も含む） ○全国学力・学習状況調査の問題と授業の中で使用する教材，そして評価問題につながりをもたせることで，前年度の生徒との比較や授業中と授業後での生徒の変容を見取れるようにする。 （６）授業の様子（生徒の変化） ○一次関数を得意としない生徒たちが，グループ活動を通して，理解を深めようと熱心に取り組んでいた。 〔資料１ 授業風景〕 〔資料２ ワークシート〕 
     

登場人物の心情の把握54.5 62.540455055606570 基礎・基本 評価問題

読み取りの差がある生徒の意見を比較 

問題場面を図に表す，数量の関係を表やグラフに表す，ことばの式を立てる等の活動が，立式する際に有用であることを意識させるよう工夫した。 



次の空所に適語を補い対話文を完成しなさい。 ①女性：                  tell me                      get to Ueda? ②慎 ：Sure.  Take the next yellow train to Mita, and           trains there. ③女性：                         stops is Mita from here? 慎 ：Three stops ④女性：                       should I take from Mita? ⑤慎 ：             the Kita Line.  It’s the red train on Track2. 

（７）調査問題からの分析 ○授業の翌日に実施した評価問題において，63.2％の生徒が正答であった。小集団での学びあいによる底上げと，授業直後の実施が，高い通過率につながったと考える。 〔資料３ 評価問題通過率〕 全国 第３学年 本学級(授業直後) 本学級(３学期) 26.3％ 18.3％ 63.2％  （８）成果と課題 ①成果 ○表，グラフ，式の相互のつながりを，６割を超える生徒が理解できたことから，ウ「教材の工夫」及びエ「評価の工夫」は，数量の関係を表に表す力・変化や対応の様子を式に表す力・問題場面を図に表したり，表した図を観察し，情報を正確に読み取ったりする力の育成に効果があった。  ②課題 ●問題場面を，表またはグラフのいずれかに表すことはできたが，それを基に立式することができなかった生徒が，約２割，表とグラフのいずれも正しく表せなかった生徒が，約２割いた。 ③改善策 ◎一次関数の単元は終了後も，具体的な事象を表，式，グラフに表す活動に家庭学習として定期的に取り組ませ，本校生徒の課題となっている力を培う。また，日常的なグループ活動の実践を通して，学びあいが有効に働くよう仕組んでいく。 【 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 中学校英語〕 ○11の会話の場面に応じて英文を書く問題で，県平均より１点高い。 （２）調査結果からの課題 【誤答分析】  正答率 本校 60.0 広島県 59.0 解答類型 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 左記以外 無解答 本校の割合１１の１ 56.6 ０ 1.4 1.4 5.5 4.1 1.4 19.3 10.3 本校の割合 １１の２ 63.4 ０ 0.7 ０ 4.8 3.5 ０ 13.1 14.5 ○be動詞と一般動詞の疑問文の作り方・否定文の作り方が正しく理解できていない。 ○接続詞の意味を正しく理解していない。 ○会話の場面に応じた適切な英文を書くことができない。 【課題となる力】 ○会話の流れを読み取る力。 ○一般動詞の疑問文や否定文を正しく書く力。 ○接続詞の意味を理解する力。 【指導上の課題】 ○答えから質問文を推測したり，接続詞から次にどのような内容の文が続くかを考えさせる指導が不十分である。 ○一般動詞の疑問文及び否定文の作り方の定着が図られていない。 （３）学年 第３学年 （４）単元の紹介 ①単元名  Speaking Plus3（New Horizon English Course 3） ②単元の目標 ○乗り物での道案内に必要な表現を理解することができる。 グループで協力してALTを目的地まで案内する英文を考え，分かりやすく伝えようとする。 ③単元の展開（指導計画） ○ALTの質問に答える。 ○ALTとJTEとの対話を聞きとり，会話の流れをつかむ。 ○基本表現を練習する。 

○モデル対話をペアで音読練習する。 ○グループごとに場面設定に合った道案内の対話文を作る。 （５）授業改善のポイント ア【「ひろしま学びのサイクル」との関連について】 ≪しっかり教える≫ ○道案内に必要な基本表現をワークシートで練習する。 ≪じっくり考えさせる≫ ○路線図をもとにグループワークで場面設定に合う対話文を作る。 ≪はっきり表現させる≫ ○アイコンタクトや声の大きさに配慮し，道案内の対話をする。イ【「ことばの教育」との関連について】 ○乗り換えを含む電車での目的地までの道案内をすることができる力。 ウ 教材の工夫        ○タスクカード・路線図など身近で具体的な教具を準備し，ALTを目的地まで案内する対話文を作るグループワークをさせる。 エ 評価の工夫（評価問題，調査問題も含む） ○ワークシートに時間内に読めた回数を記録させたり，暗唱できた英文の数によりABCの3段階で自己評価をさせて基本表現の理解を見取る。 ○導入で用いたALTとの対話文と同じ形式の評価問題を使用し，会話の流れを読み取る力を見取る。 （６）授業の様子（生徒の変化） ○タスクカードや路線図を活用し，グループで協力して対話文を作ることができた。  〔資料１ 評価問題〕        （７）評価問題からの分析〔資料２ 評価問題通過率〕 ○評価問題５問の平均通過率が77.4％になり，6月実施の結果に比べ18.4％高くなった。          （８）成果と課題 ①成果 ○ウ「教材の工夫」は，会話の流れを読み取らせたり，適切な対話文を作らせることに効果があった。 ②課題 ●評価問題②は，口頭では正解できても記述すると綴りの間違いが多く見られた。 ●評価問題④は，Which line～?の疑問文が定着していない。③改善策 ◎正しい綴りが書けるように，音と綴りの関係を日常的に指導し，間違えた箇所は繰り返し練習させる。 ◎授業はじめに活用する会話シートの疑問文のパターンに変化をもたせ，いろいろな疑問文に慣れさせる。 

評価問題 ① ② ③ ④ ⑤ 通過率 77％ 68％ 94％ 61％ 87％ 

①①①①各自各自各自各自でででで2222分間音読練習分間音読練習分間音読練習分間音読練習をするをするをするをする。。。。２２２２分間分間分間分間でででで何回読何回読何回読何回読めたかめたかめたかめたか，，，，回数回数回数回数をををを書書書書こうこうこうこう！！！！        ②②②②日本文日本文日本文日本文をををを読読読読んでもらってんでもらってんでもらってんでもらって英文英文英文英文がががが言言言言えたらえたらえたらえたらチェックチェックチェックチェック欄欄欄欄にににに○○○○をしてもらおうをしてもらおうをしてもらおうをしてもらおう！！！！    （（（（ヒントヒントヒントヒントをもらってをもらってをもらってをもらって言言言言えたえたえたえた時時時時はははは△△△△，，，，言言言言えなかったらえなかったらえなかったらえなかったら××××印印印印ですですですです。）。）。）。）      日本語訳   英文 マ 神辺への行き方を教えていただけますか。  Could you tell me how to get to Kannabe? 
身近な駅名で集中 ２２分間個人読み→ペアでインプット  

52545658606264 問１ 問２ 平均 本校広島県

020406080100 基礎基本 調査問題
平均通過率〔資料３〕 


