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広島県通過率との比較
「基礎・基本」定着状況調査【国語】（県通過率を100として比較）広島県 尾道市 栗原中学校 100.0 100.0 100.0 97.7 98.0 97.5 95959595....4 4 4 4 97979797....4 4 4 4 93939393....3 3 3 3 80859095100105110

平成20年度 平成21年度 平成22年度
広島県通過率との比較

「基礎・基本」定着状況調査【数学】（県通過率を100として比較）広島県 尾道市 栗原中学校 100.0 100.0 100.0 98.6 101.2 97.4 90909090....2 2 2 2 104104104104....0 0 0 0 97979797....4 4 4 4 80859095100105110
平成20年度 平成21年度 平成22年度

広島県通過率との比較
「基礎・基本」定着状況調査【英語】（県通過率を100として比較）広島県 尾道市 栗原中学校

栗原中学校授業モデル［ 国語科モデル ］  思考力・表現力を育成する授業モデル（学習過程・書く活動） 学習過程 書く活動 留意点 教師 生徒   ○○○○課題提示課題提示課題提示課題提示    ○○○○必要必要必要必要なななな知識知識知識知識やややや情報情報情報情報のののの提示提示提示提示        ○○○○発問発問発問発問    ・理由や根拠を問う発問 ・疑問を持たせる発問   □□□□課題発見課題発見課題発見課題発見・・・・課題把握課題把握課題把握課題把握    ・「なぜなのか・・，どうしてなのか・・」疑問を持つ。 ・今日，学ぶ内容が分かる。  △気づきや考えを「メモ」「箇条書き」にする。 △本時のねらいを書く。 ☆生徒の既習事項を踏まえて，ねらいを明確にする。 ☆学習の流れ，ねらいを「板書」し，学習のゴールを明示する。 ☆ねらいを「書かせる」「話させる」。 ◇授業カード，PC，WB， 
WS，教具等。   ○○○○発問発問発問発問    ・・・・課題解決課題解決課題解決課題解決のののの発問発問発問発問    ○実態把握 ○評価・指導 ○必要な知識や情報の 再提示   □□□□課題解決課題解決課題解決課題解決のためにのためにのためにのために自分自分自分自分でででで考考考考えるえるえるえる。（。（。（。（自力解決自力解決自力解決自力解決））））    ・結論先行で，自分の意見や考えをはっきりさせ，考えや根拠（理由）を整理し，ノートやワークシートに書く。  △分かること，自分の考えやその根拠（理由）を「メモ」「箇条書き」にする。 

 

☆机間指導で評価し指導する。（○付け法） ☆教材・教具を工夫する。 ・ワークシート・ノート・資料の工夫 ◇授業カード，PC，WB， 
WS，教具等。   ○○○○考考考考えをえをえをえを練練練練りりりり合合合合わせるためわせるためわせるためわせるため    のののの補助発問補助発問補助発問補助発問    ・ゆさぶり，焦点化，意見 の多様化･･･ ○実態把握 ○評価・指導 ○必要な知識や情報の 再提示   □□□□課題解決課題解決課題解決課題解決のためにのためにのためにのために考考考考ええええ合合合合うううう。。。。    ・「３ポイント発言」を活用して，お互いの意見を交流する。 ・自分の考えと他者の考えを比較検討し自分の考えを深める。  △他者のよい意見や考えを「メモ」「箇条書き」にする。 

 △ＷＢにグループの意見をまとめて書く。 ☆発問を構造化し発問構成を工夫する。 ☆自分の考えとの相違に気をつけて他者の考えを聞かせる。 ☆思考過程が分かる板書を工夫する。 ☆学習形態（ペア活動・グループ活動）を工夫する。 ◇授業カード，ネームカード，PC，WB， WS，
PB，教具等。   ○○○○学習学習学習学習ををををまとめまとめまとめまとめるるるる。。。。        ・基礎的・基本的な知識・ 技能を習得させる。 ○実態把握 ○評価・指導   □□□□自分自分自分自分のののの考考考考えをえをえをえを整理整理整理整理しししし，，，，学学学学習内容習内容習内容習内容をまとめるをまとめるをまとめるをまとめる。。。。    ・キーワードを用いて学習内容をまとめる。 ・学習内容や学習方法を振り返る。  △学習により分かったことや確認したことをキーワードを用い文章にまとめる。 

 △自己評価を書く。 ☆思考過程が分かる板書を工夫する。 ☆教師がまとめるだけでなく生徒にもまとめさせる。 ☆次時につながるまとめをする。 ☆生徒に達成感を感じさせる。（できた・分かった・納得） ☆復習・予習内容を指示する。 ◇授業カード，PC，WB， 
WS，教具等。    ○学習内容の具体的な生活場面での活用方法を指導する。 ○具体的な生活場面で学習したことが使われていることに気づかせる。    □学習内容を活用する。 ・具体的な生活場面で学習したことが活用されている場面を見つける。   

 

 

個人個人個人個人思考思考思考思考するするするする場面場面場面場面 

ねらいのねらいのねらいのねらいの明確化明確化明確化明確化 

集団集団集団集団思考思考思考思考するするするする場面場面場面場面 まとめまとめまとめまとめ（（（（評価評価評価評価・・・・振振振振りりりり返返返返りりりり場面場面場面場面）））） 
活用活用活用活用・・・・探求探求探求探求 

しっかり教える じっくり考える はっきり表現 
☆「発表の仕方（３ポイント発言）」「説明の仕方」「話の聞き方」「話し合いの仕方」を日頃から指導し，活用させる。 

PC：コンピュータ WB：ホワイトボード  
WS：ワークシート PB：プレゼンボード 

はっきり表現する 
しっかり教える 56565656....7777%%%% 69696969....0000%%%%29292929....9999%%%% 63.2%63.2%63.2%63.2%40404040....6666%%%%0% 20% 40% 60% 80%【１年１１月】【２年１１月】【３年 ４月】【３年１１月】【全国 ４月】 定期テスト（中間・期末・確認など）の【解き直し】をしています。【１年１１月】 【２年１１月】 【３年 ４月】【３年１１月】 【全国 ４月】

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：：：：尾道市立栗原中学尾道市立栗原中学尾道市立栗原中学尾道市立栗原中学校校校校    所在地所在地所在地所在地：：：：尾道市東則末町尾道市東則末町尾道市東則末町尾道市東則末町９９９９番番番番５３５３５３５３号号号号    ＨＨＨＨ ＰＰＰＰ：：：：    http://www.onomichi.ed.jp/kuriharahttp://www.onomichi.ed.jp/kuriharahttp://www.onomichi.ed.jp/kuriharahttp://www.onomichi.ed.jp/kurihara----jjjj    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，，，，587587587587名名名名（（（（H22.11H22.11H22.11H22.11現在現在現在現在））））        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 生徒の学力（思考力・表現力）の育成 －全国学力・学習状況調査等の結果を活用した授業改善－ ② 研究のねらい    本校の生徒の学力は，「全国学力・学習状況調査」「『基礎・基本』定着状況調査」「学力定着状況調査」「生徒振り返りアンケート」等の結果から，基礎的・基本的な知識・技能は概ね習得できているものの，知識・技能等を実生活の様々な場面に適切に活用する力や，様々な課題解決のための構想を立て，実践するような応用力が十分身に付いているとはいえない状況にある。 （２）研究組織・体制（省略） （３）研究内容 本年度は次のＡ～Ｃの３つの内容を研究する。 Ａ 思考力・表現力を育成する指導方法の研究 ① 諸学力調査結果の分析による課題の明確化 ② 「習得・活用・探究」の授業モデルの開発                          ③ 言語活動の充実を図る指導方法の開発 ④ 調査問題の作成と実施 ⑤ 基礎的・基本的な学習内容の徹底及び活用能力の育成を図る取組 

Ｂ 校内授業研究の方法に係る研究 ① 授業研究の工夫 ② 授業評価表を活用した授業分析 ③ 個に応じた指導方法，少人数指導での指導方法の工      夫 Ｃ 家庭学習の習慣化を図る指導方法の研究 ① 家庭学習の手引きの見直しと実施 ② 保護者への啓発     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 生徒の学力                                    「全国学力・学習状況調査」数学Ｂの正答率は県平均，全国平均を超えている。これは，調査問題結果の分析により，授業において基礎的・基本的な学習内容の徹底を図る取組と，活用能力を育成する場の設定を行ったことが一因として考えられる。 ② 生徒の意識  生徒の学習に関する意識の変容については，「基礎・  基本」定着状況調査生徒質問紙「教科の学習の意義に関する調査」において，３教科ともほとんどの項目で昨年度よりも肯定群の割合が増加している。また，生活と学習に関する調査においても，思考力・表現力，学習動機・学習意欲など，ほとんどの項目において昨年度よりも肯定群の割合が増加している。 また，今年度より取組をはじめた定期テストの解き直 しでは，解き直しを行っている生徒が増え，授業内容と家庭学習を関連付けることに効果があると考える。       ③ 教職員の意識 教職員の授業改善アンケートでは，「結論先行で根拠  を挙げて自分の考えを述べたり書いたりする指導に重 



メメメメデデデディィィィアアアア社社社社会会会会をををを生生生生ききききるるるる２２２２１１１１文文文文章章章章のののの中中中中でででで「「「「メメメメデデデディィィィアアアア」」」」ととととははははどどどどののののよよよよううううななななもももものののの
、、、、だだだだとととと書書書書かかかかれれれれてててていいいいまままますすすすかかかか。。。。メメメメデデデディィィィアアアアととととはははは何何何何かかかか、、、、簡簡簡簡

潔潔潔潔にににに述述述述べべべべたたたた部部部部分分分分をををを抜抜抜抜ききききだだだだそそそそうううう。。。。メメメメデデデディィィィアアアアととととはははは、、、、２２２２文文文文章章章章のののの中中中中でででで「「「「メメメメデデデディィィィアアアア」」」」ははははどどどどののののよよよよううううなななな、、、、
働働働働ききききををををししししてててていいいいるるるるとととと書書書書かかかかれれれれてててていいいいまままますすすすかかかか。。。。文文文文章章章章かかかか

らららら二二二二つつつつ抜抜抜抜ききききだだだだそそそそうううう。。。。①①①①
働働働働きききき。。。。

②②②②
働働働働きききき。。。。そそそそれれれれがががが配配配配達達達達さささされれれれてててていいいいるるるる（（（（））））

がががが（（（（））））をををを共共共共有有有有ししししてててていいいいるるるるとととと
ととととららららええええるるるる。。。。 例例例例１１１１新新新新聞聞聞聞家家家家族族族族やややや友友友友達達達達ななななどどどど少少少少人人人人数数数数でででで見見見見てててていいいい

るるるるとととと思思思思っっっってててていいいいるるるるがががが，，，，実実実実はははは（（（（
例例例例２２２２））））がががが同同同同時時時時にににに見見見見てててていいいいるるるる，，，，つつつつままままりりりり

番番番番組組組組をををを共共共共有有有有ししししてててていいいいるるるるととととととととららららええええるるるる。。。。
３３３３筆筆筆筆者者者者のののの主主主主張張張張すすすするるるる「「「「メメメメデデデディィィィアアアア」」」」とととと考考考考ええええてててて，，，，。。。。

いいいいるるるるももももののののににににつつつついいいいてててて自自自自分分分分ははははどどどどうううう考考考考ええええまままますすすすかかかか
「「「「））））ははははメメメメデデデディィィィアアアアででででああああるるるる」」」」
（（（（
。。。。

私私私私はははは，，，，筆筆筆筆者者者者のののの主主主主張張張張にににに（（（（））））でででですすすす。。。。
理理理理由由由由はははは，，，，

点を置いた」という質問や「言語技術の活用」につい ての質問に対する肯定群の割合が昨年度に比べて増加 したことなど，教職員の授業改善に対する意識が高ま っている。 （２）課題 ① 生徒の学力  「全国学力・学習状況調査」国語Ａ及び数学Ａの正答率はほぼ全国並みであるが，国語Ｂは昨年度より７ポイント下がっている。国語Ｂの正答率を向上させるためには，活用能力を育成する授業改善（言語活動の充実，活用能力を育成する問題の指導等）を図る必要がある。 「基礎・基本」定着状況調査では，国語，数学及び 英語ともに県の通過率を下回っている。これは，各教科ともに基礎的・基本的な学習内容の徹底を図る取組（学習規律の確立，授業モデルの確立〈授業３則 等〉，宿題の適切な出題及び点検，家庭学習の習慣化等）が不十分であったためと考えられる。通過率を向上させるためには，前年度の取組の不十分さの改善及び調査問題結果の分析による指導方法の改善を図る必要がある。 ② 生徒の意識  家庭学習の時間が３０分以下の生徒が，各学年に約２０％いる。この家庭学習の少なさは，家庭学習の仕方を知らない，各教科から出される宿題の量が少ないこと等が原因と考えられる。 ③ 教職員の意識    学習規律，授業モデル，家庭学習の適切な内容及び点検等の取組において，教職員の統一した指導が十分に出来ていない。今後も引き続き，学習規律の確立のさせ方，教職員が思考力・表現力の育成をする指導方法（授業モデルの習得，言語活動の導入等），家庭学習の習慣化について習得するために，授業研究を基にした研修の実施を全教職員で取り組む必要がある。 （３）今後の改善方策等 Ａ 思考力・表現力を育成する指導方法の研究 ① 授業の３則の徹底 ②  言語技術の導入による言語活動の設定  ③ 「書く」活動の場の設定 Ｂ 校内授業研究の方法に係る研究 ① 授業の３則の完全実施 ② 言語活動の充実 ③ 表現の仕方の指導の充実 ④ 各教科における言語活動の明確化 Ｃ 家庭学習の習慣化を図る指導方法の研究 ① 家庭学習の少ない生徒への個別指導の実施 ② 各教科・学級活動で「学びのすすめ」を活用した継続的な指導 ③ 「復習の仕方」「定期テスト・単元テスト・確認テスト等の解き直し」の指導 ④ 適切な宿題の出題と点検の徹底 ⑤ 特に第１学年の生徒への指導の充実     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  中学校国語五 

・選んだ意見文が適切である理由を記述することができておらず，通過率が２３．３％と著しく低かった。 （２）調査結果からの課題 ① 課題となる力 ・自分の意見や考えを，理由を明確にして説明する文章を書く力。   ② 指導上の課題   ・自分の意見や考えを説明する，文章にするための指導に課題がある。   ・根拠を示して意見を書いたり，話したりするなどの言語活動の指導が十分ではない。 （３）学年 第３学年 （４）単元の紹介 ①  単元名 社会をとらえる ②  単元の目標  ・展開に沿って内容をとらえ，社会や情報について理解を深める。〔読む能力〕 ③  単元の展開（指導計画） 全４時間   ・文章の展開に即して内容をとらえ，筆者の主張を読み取 り，自分の意見と比較して考えさせる。 （５）授業改善のポイント   ① 指導方法の工夫               ② 教材の工夫    ・ワークシートを用いて，展開に沿った文章のまとまりを     とらえ，それぞれの部分で説明されていることを的確に       読み取らせる。    ・根拠を挙げて自分の意見が述べられるように，型を決め て書かせる。          ③ 評価の工夫 ・行動観察による評価    ・ワークシートによる評価 （６）授業の様子（生徒の変化） ・ワークシートに意見文の型を決めて示したことで，書くことが苦手な生徒たちも抵抗なく書くことができた。また，根拠となる事実をもとに，自分の意見を表現す

    展開に沿って文章のまとまりをとらえ，それぞ   れの部分で書かれている内容をしっかりととら   えさせる。     学習を通して「メディア」の特性を理解するととも    に，問題点を理解し，これからどのようにメディアと関わっていくべきか，自分の意見をもたせる。     言語技術の型にあてはめて表現させる（書かせる）。      自分の意見を大切にし，なぜそのように考えたのか，根拠をしっかり述べられるようにする。 

ステップ１ 説明文の内容をしっかり教える ステップ２ 自分の意見をもたせる ステップ３ 自分の意見を表現させる ステップ４  交流によりはっきり表現させ，よかったところを考えさせる 



7+x 7×x

ることができた。 （７）検証    ・正答率は，約２％の上昇しか見られなかったが，無解答の割合が１３．９％から８．３％に減少したことは，ワークシートの活用によって書き方の型を学習した成果といえる。 （８）成果と課題（○成果 ●課題） ○「教える」の後に個人思考の時間を確保し，じっくり考えて「書く」場面を設定することは，自分の考えをまとめることに有効であった。 ○ワークシートを活用することは，自分の意見を，根拠を挙げて説明する文章を書くことに有効であった。   ●検証問題を本単元終了後のまとめとして実施したが，記述に関する問題はすぐには成果として表れにくい。今後も活用できる表現力を培うために，条件にあった文章を書く技能を習得させる指導を継続する必要がある。  【数学】 （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 中学校数学          本校通過率は５２．１％であり，県平均５６．９％を下回っている。 （２）調査結果からの課題 ① 課題となる力    ・問題を読み取る力（読解力）    ・等しい数量を見つける力（分析力） ・数量を文字の式で表すことができる力（表現力） ② 指導上の課題 ・正しく問題を読み取る指導が十分でない。 ・言葉の式や線分図を利用して等しいものを見付ける指導が十分でない。 ・文章内から数量を表す式がどこの部分になるのか分からない。 （３）学年 第１学年 （４）単元の紹介 ①  単元名 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。〔数量・図形などについての知識・理解〕 ③  単元の展開（指導計画） 全１８時間（省略） （５）授業改善のポイント   ①  指導方法の工夫 ・線分図で状況を整理させることで，等しい数量の関係を 探させる。 ・問題文の分かっている数量の下に直線，求める数量の下 に波線を引かせることで数量を整理させる。   ② 教材の工夫   ・日常的な事象を取り上げ，言葉の式や線分図を利用して， 等しい数量関係を考察させる。   ・数値だけを答えさせるのではなく，自分の考えや数式を書きやすくするために，ワークシートに十分なス

ペースを取る。   ③ 評価の工夫 ・座席表を活用した○付け法による評価    ・ワークシートによる評価 （６）授業の様子（生徒の変化）   ・分かっている数量，求める数量をしっかりと意識させる ことで，数量を整理することができた。   ・線分図を利用して問題に取り組んだところ，ほとんどの 生徒が，方程式をつくることができた。            （７）検証       ・検証を行った結果，通過率は６０％であった。誤答    では「    」と解答した生徒が１２％，「   」と解答した生徒が９％，無解答が９％，その他の解答が１２％いた。 ・分かっている数量，求める数量をしっかり意識させることで，数量の整理ができた。 ・線分図を利用することで，方程式をつくることができ （８）成果と課題（○成果 ●課題）   ○線分図を手だてとして等しい数量関係を見付ける方 法は有効であった。   ○線分図を，いろいろな問題に応用させることは，有効で あった。 ○問題文の分かっている数量の下に直線，求める数量の下に波線を引かせることは，それぞれの数量を意識させることに有効であった。 ○数値だけを答えさせるのではなく，数式を書くスペースをとるなど，ワークシートに自分の考えを書きやすくするためにしっかりとスペースを取ることは，自分の考えを表現させやすくすることに有効であった。 ●誤答のうち「 7+x 」と解答した生徒は，男子の方が7人多いと意識はしていたのだが，女子の人数を使って男子の人数を表すことができなかった。 ●誤答のうち「 7×x 」と解答した生徒は，演算の意味を理解していないと考える。また，線分図を利用して解いていなかったので，線分図をもっと意識させていきたい。 ●分かっている数量，求める数量が分かっていても，それを数式にすることができない。数量を数式にさせる日常的な練習が必要である。   ●根拠を含めてきちんと説明（表現）できるように「３ポ イント発言」による指導を継続する必要がある。 

数学 ３（２）  ある学級の人数は，全部で35人で，男子は女子より 7人多いそうです。この学級の女子の人数をｘ人として 方程式をつくります。□にあてはまる式を書いて，方程式を完成させなさい。 □＋ｘ＝３５ 【検証問題】 「ある学級の人数は，全部で35人で，男子は女子より7人多いそうです。女子の人数をx 人として方程式をつくりました。□にあてはまる式を答えなさい。   ＝３５  

 
【線分図の利用】 【授業の様子】 



次の１・２の会話文は，中学生のエミ(Emi)とナンシー(Nancy) 先生の会話です。 
         に２語以上の適切な英語を入れて，会話文を完成させ なさい。 ２ Emi  ： I like basketball and tennis.   How about you?  Nancy： I like basketball, but I                  tennis.  
    Emi  ：Oh, really? （注）tennis テニス How about ～?  ～はどうですか。 
 

 

第１時 ・動名詞の用法を理解する。 第２時 ・本文の内容を理解する。 第３時 ・動名詞を用いて友達の好きなことや嫌いなことについて正しく書くことができる。 第４時 ・becomeの用法を理解する。 第５時 ・本文の内容を理解する。 第６時 ・接続詞 if の用法を理解する。 第７時 ・本文の内容を理解する。 第８時 ・本時の学習のまとめを行う。（単元テスト） 
 

解答類型 反応率 １ ○ don’t like, do not play など  46.8 ２ △ 類型１において，大文字・小文字の誤りが１か所ある。 0 ３ △ 類型１において，綴りの誤りが１か所ある。 0 ４ × don’t   0.5 ５ × 否定文になっていない。 7.5 ６ × I am not playなどbe動詞と一般動詞をいっしょに使って書いている。 1.1 ７ × 類型１において大文字・小文字の誤りが２か所以上ある。 0 ８ × １語のみ書いている。 7.0 ９ × 上記以外の解答 17.2 ０ × 無解答  19.9 
 ①①①①I         I         I         I         likelikelikelike playplayplayplayinginginging softball.softball.softball.softball.I don’t I don’t I don’t I don’t likelikelikelike playplayplayplayinginginging softball.softball.softball.softball.②②②②I         I         I         I         likelikelikelike watchwatchwatchwatchinginginging TV.TV.TV.TV.I don’tI don’tI don’tI don’t likelikelikelike watchwatchwatchwatchinginginging TV.TV.TV.TV.③③③③She            She            She            She            likelikelikelikes listens listens listens listeninginginging to music.to music.to music.to music.She doesn’tShe doesn’tShe doesn’tShe doesn’t likelikelikelike listenlistenlistenlisteninginginging to music.to music.to music.to music.④④④④He            He            He            He            likelikelikelikes plays plays plays playinginginging basketball.basketball.basketball.basketball.HeHeHeHe doesn’tdoesn’tdoesn’tdoesn’t likelikelikelike playplayplayplaying ing ing ing basketball.basketball.basketball.basketball.  

【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       本校通過率は４６．８％であり，県平均の５９．１％を大きく下回っている。また，無解答も約２割である。          【生徒の誤答の主なもの】  
 

 
 
 ・会話の流れがつかめず，否定文を書いていないものや，一般動詞の否定文の作り方が定着しておらず，一般動詞にnotだけつけている誤答も多くみられた。 （２）調査結果からの課題 ①  課題となる力 ・一般動詞の否定文の文構造についての知識 ・会話の流れをとらえて，適切な文を作る力 ② 指導上の課題 ・一般動詞の否定文の英作文指導が不十分である。 ・会話の流れをとらえさせる力が不十分である。 （３）学年  第２学年 １７名 標準コース （４）単元の紹介 ① 単元名  Program 7  Reach for Your Dream ② 単元の目標  ・動名詞を使って，自分や友達の好きなこと，嫌いな ことについて書くことができる。〔表現の能力〕 ③ 単元の展開（指導計画）全８時間         （５）授業改善のポイント   ①指導方法の工夫   ・主語・動詞を意識させ，繰り返し語順指導を行い，動名詞のドリルをさせて定着を図る。  ・andやbutなどの接続詞に注目させることで，会話の流れをつかませる。 

   ・自分のことについて正しく英文を書かせる。 ・少人数指導の利点を活かし，机間指導で全員のワークシートを○を付け，個別指導を行う。  ・コミュニケーションを図る活動の中で，実際に英語を使用させることで定着を図る。  ・話す活動から書く活動へつなげることで定着を図る。 ・相手の発言をしっかり聞いて，相手と自分の意見が異な るときには，butを使って自分のことについて言うなど 会話の流れに注意して活動させる。 ②教材の工夫 ・ワークシートを活用して，自分のことや，会話をして相手について分かったことを書かせるなど，英作文をさせる機会を多くした。 ・パワーポイントを用い，考えさせながら英作文の練習をさせた。また，視覚的にポイントとなる部分をカラーで示し，意識させるようにした。        ③評価の工夫  【評価問題】本単元のねらいである動名詞を正しく用いることと，否定文を正しく書くことの両方を見取ることができるように工夫した。 【検証問題】         （６）授業の様子（生徒の変化） ・パワーポイントを活用し，動名詞を含む肯定文を否定文に変える口頭練習を繰り返し行う中で，生徒はテンポよく発表していた。 ・ワークシートによる文型ドリルだけでなく，最初に口頭練習の中で考えながら文を作らせ，話させることにより，話す活動のあとにスムーズに書く活動にも取り組んでいた。 （７）検証 ・検証の結果，通過率は９０％であった。動名詞を用いて否定文を正しく作ることができるようになった。 ・全員が会話の流れをとらえることができるようになり，肯定文や動詞１語のみを書いている解答はみられなかった （８）成果と課題（○成果 ●課題） ○文を作らせるときに，接続詞に注意してつながりを考えて文を作る練習をさせたことは，会話の流れをとらえさせることに有効であった。  ●語順の定着を図るために継続的に繰り返し指導を行う必要がある。特に，否定文や疑問文を意識させながら練習させる必要がある。 ●話す活動と書く活動を関連付ける指導を引き続き行う。 

 次の会話文は，中学生のエミ(Emi)とクリス(Chris)先生の会話文です。 
         に２語以上の適切な英語を入れて，会話文を完成させなさい。 ２ Emi  ： I like playing basketball and playing tennis.    

How about you? 

    Chris ： I like playing basketball, but I                  tennis.  
    Emi  ： Oh, really? （注）tennis テニス How about ～?  ～はどうですか。 
 

動名詞の復習をする。 接続詞 and, butの使い方を確認する。 

ペアでＱ＆Ａを行う。 クラスの友達にインタビューし，友達のことについて書く。   
自分がするのが好きなこと，嫌いなことについて書く。 11 

played  /  play  /  playing  /  like  / plaied  / 

not  /  don’t  /  not like  /  didn’t like  /  

like not  /  not play  /  doesn’t play  /   


