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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    推進地域名推進地域名推進地域名推進地域名：：：：福山市福山市福山市福山市ＢＢＢＢ地区研究推進地地区研究推進地地区研究推進地地区研究推進地域域域域    推進地域推進地域推進地域推進地域をををを構成構成構成構成するするするする学校学校学校学校    学校名学校名学校名学校名    学級数学級数学級数学級数    生徒数生徒数生徒数生徒数    福山市立鳳中学校福山市立鳳中学校福山市立鳳中学校福山市立鳳中学校    ７７７７    ２２６２２６２２６２２６    福山市立芦田中学校福山市立芦田中学校福山市立芦田中学校福山市立芦田中学校    ７７７７    １８６１８６１８６１８６    福山市立広瀬中学校福山市立広瀬中学校福山市立広瀬中学校福山市立広瀬中学校    ４４４４    ３１３１３１３１    福山市立常金福山市立常金福山市立常金福山市立常金中中中中学校学校学校学校    ４４４４    ７４７４７４７４    （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 「知識・技能を活用する思考力・表現力の育成」 ―言語活動の充実を通して― ② 研究のねらい 福山Ｂ地域の課題は，基礎的・基本的な知識・技能の定着とその活用が不十分なことである。 そこで，国語・数学・英語の授業を通して，改善ポイントを明確にした実践研究，言語活動の充実を図る授業づくり，学習習慣の定着をめざした取組みを実施し，基礎的・基本的な知識・技能の定着と活用する力の育成を図ることとした。 （２）研究組織・体制（省略） （３）研究内容 ① 改善ポイントを明確にした実践研究 ○授業改善サイクルに基づく研究授業  ア 各調査の誤答類型や質問紙の分析により，つまずきを把握する。  イ 指導改善のポイントを明確にした授業研究を行う。  ウ 視点を明確にした研究協議を行う。 ・改善ポイントの有効性を協議 ・課題に対する改善策を２点以上策定 ・評価問題と家庭学習の内容について代案を提示しながら協議  エ 評価問題による検証を行う。   ・事前に作成した評価問題の実施，結果を類型別に分析 ・課題となっている力の定着状況を検証  ○学習習慣の定着をめざした取組み  ア  授業内容と関連する家庭学習を提示する。 イ ドリル教材や学習プリントの工夫・開発を行い，４校で実施する。 ウ  自主学習の内容を充実させる指導を行うとともに，内容の定着状況を小テスト・定期試験で確認する。 エ 学習意欲を高めるために，定期的な生徒面接で，個の課題に応じたアドバイスを行う。 ② 言語活動の充実を図る授業づくり  ア 付ける力を明確にした言語活動を仕組む。  イ 思考・表現させる場を設定する。        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 改善ポイントを明確にした実践研究 ○授業改善サイクルに基づく研究授業 ・国語，数学，英語の研究授業において，調査結果の分析による実態把握，改善ポイントを明確にした授業，視点を明確にした研究協議（改善策を2点以上策定），事前作成の評価問題による検証，内容定着のための家庭学習提示を実施

したことにより，評価問題の結果から課題の改善が見られた。  【H22課題のあった調査問題と評価問題の通過率の比較】 （％）  回数     （10月末現在） ○学習習慣の定着をめざした取組み ・研究協議会では，授業者以外も関連する家庭学習の内容と評価問題を作成して持ち寄り交流した。全ての研究授業に対する評価問題を各自が作成することで，参加者全員が指導改善のポイントを共有し，各自の授業で活用することができた。 ・家庭学習の内容等は，複数の教員で協議することにより，内容の質を高めることができた。 ・生徒質問紙（9月実施）において，「平日の家庭での学習時間」を昨年度と比較してみると，2時間以上学習する生徒の割合が5％増え，30分の生徒の割合が0.6％減っている。  【平日の家庭学習時間】        ② 言語活動の充実を図る授業づくり ・付ける力を明確にするとともに，どのような活動場面を仕組めばいいか具体策を考えることができた。  （２）課題 ① 改善ポイントを明確にした実践研究 ・評価問題の内容を十分検討することができないまま実施したことにより，検証が不十分になることがあった。 ・評価問題の実施・分析が遅くなることがあった。 ・平日の家庭での学習時間「30分未満」「全くしない」生徒の割合が15.5％であり，固定化している。 ② 言語活動の充実を図る授業づくり ・言語活動を仕組み，思考・表現させる場を設定した指導計画となるような見直しが十分にできていない。     （３）今後の改善方策等 ① 改善ポイントを明確にした実践研究 ・定着してきた授業改善サイクルに基づく研究授業を継続するとともに，国語，数学，英語以外の教科の研究授業でも取り組んでいく。 ・評価問題が，課題の改善状況を見取る内容であるかを十分に検討するとともに，実施時期を指導案に位置付け，実施後は速やかに分析し，その後の授業改善に生かしていく。 ・自主学習の内容例を提示したり，定期テストや小テストにつながる内容を明確にしたりすることで，学習の見通しを持たせるとともに，評価活動を通して意欲を喚起し，家庭学習の時間を増やしていく。 ② 言語活動の充実を図る授業づくり ・言語活動の充実を図るとは「何を」「どうして」いくことなのか各教科で研修や実践を深め，指導計画や学習展開を見直していく。     
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解答類型 １ ○ ２ △ ３ △ 4 × 5 × 9 × 無解答 割合（％） 5.3 36.8 10.5 0.0 0.0 26.3 21.0 
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」定着状況調査問題 三３（３）     
【誤答分析】 ・解答類型２では，何に「観念した」のかを読み取ることができず，「オヤジに怒られてもしかたがない」という状況を踏まえて答えていない解答が多い。 ・約20％の生徒が無解答である。  （２）調査結果からの課題  ① 課題となる力  ・その場面にいたるまでの状況・展開を把握する力  ・叙述に即して，描写の効果・登場人物の言動の意味などを考え，内容を理解する力  ② 指導上の課題  ・登場人物の特徴的な言動が，話の展開や作品全体に表れたものの見方などにどのように関わっているかを考えさせる指導が不十分  ・内容の把握にとどまり，自分の考えと比較したり，共感をもちながら読ませたりする指導が不十分  （３）学年 第１学年  （４）単元の紹介 ① 単元名  古典との出会い「蓬莱の玉の枝」 ② 単元の目標 古典の文章に出会い，昔の人のものの見方や考え方に触れ，現代とのつながりを考える。 ・古典を学ぶことの意義や楽しさを捉え，古典に対する興味や関心を持っている。 ・物語の展開，あらすじを理解することができる。 ・当時の人々 の生活や文化，ものの見方や考え方を現代に重ね，比較して捉えることができる。 ・古文の仮名遣いや古語の意味を理解することができる。 ③ 単元の展開(指導計画) 全６時間 次 時 内       容 １ １ ・「竹取物語」を読んで，あらすじをとらえる。 ２ １ ・情景や心情を想像しながら，繰り返し音読し古文のリズムに親しむ。 ・歴史的仮名遣いについて知る。 ３ １ ・現代文から，かぐや姫が提示した難題を知り，くらもちの皇子の冒険談からその内容を読み取る。 ４ １ ・皇子の意図や思いに共感し，人物像を把握して冒険談の原文を繰り返し音読する。 ５ １ ・帝の心情を把握する。 ６ １ ・古文のリズムや古語にした親しみ，昔の人の思いや行動について考える。   

 (５) 授業改善のポイント  ① 指導方法の工夫 ・登場人物の意図や思いがどのような言動に表れ，表現されているのかを自分の考えと比較させながら考えさせる。 ・登場人物の言動に着目させ，登場人物に共感できる部分から心情の把握をさせる。 ・初めての古典教材を学習するので，原文のリズムや表現の特徴を捉えさせることにも重点を置き，単元を通して自己評価カードに「音読」に関する項目を入れ，毎時間確認させる。  ② 教材・授業展開の工夫 ・単元全体の学習計画を提示する。 ・自分の考えをもたせた後，学習班で交流させる。 ・班内で出た意見は，比較して考えやすいようにホワイトボードにまとめて発表させる。  (６) 授業の様子  ・「～のような感じだと思う」と漠然とした読み取りになりがちであったが，「△△と書いてあることから皇子は○○な気持ちではないかと思う」というように，言動を表す叙述に着目しながら，登場人物の心情や意図を考えようとする姿が見られるようになった。 ・「自分が皇子であったら」と仮定して考えたり，本文ではどのように描写されているのかを探したりする活動を通して，皇子の人物像をとらえようとしていた。 ・班ごとに話し合う活動では，出た意見をホワイトボードにまとめ，それを全体交流で出し合ったので，自分たちの意見と他の班の意見を比較し，考えを深めていた。  ・古文のリズムをつかむために，なぞり読みやペア音読を繰り返し行ったことで，歴史的仮名遣いの読みが定着した。  （７）検証    授業後に行った「心情を把握することができるか」を問う評価問題の正答率は73％であった。  （８）成果と課題  ① 成果 ・自分の考えと比較させることで言動や表現の把握が進み，心情も理解しやすくなった。また，省略されている主語を確認しながら主述の関係を押えたので，内容理解が進んだ。 ・リピート，ペア学習の音読練習により，古文のリズムをつかみ，音読の力を高めることができた。 ・単元全体の学習計画を提示することで，学習全体のめあて，本時のめあてを生徒が捉えやすくなった。 ・個人思考の時間を確保したことが，班での活発な意見交流につながった。 ② 課題 ・共通点や相違点を把握する力をさらに育てるため，既習事項や自分の考えとの比較する活動を今後も継続していく必要がある。 ・思考力を高めるため，思考時間を確保するとともに，思考を深める発問を一層工夫する必要がある。また，どのような言葉に心情が表れているかを押さえながら登場人物の心情を読み取る活動も継続的に取り組む必要がある。    

【出題の趣旨】 文学作品を読み，次のことができるかどうかをみる。 ・本文の展開に即して内容をとらえることができる。 ・登場人物の心情を的確にとらえることができる。 



【誤答】 ①ｙ＝50x－2 5.2% ②y=50x+2 1.7%③y=2x 1.7% ④y=2x+50 6.9% ⑤y=2x-50 8.6%
【誤答】 ①ｙ＝40-x 6.9% ②y=40-2x 19.0%③y=20-2x 3.4% ④y=40/x 8.6% ⑤y=40x 1.7%

【数学】 （１）教科の調査結果の分析 平成21年度全国学力状況調査Ａ問題11（2） 水が５ℓ 入っている水そうに，毎分３ℓ の割合でいっぱいになるまで水を入れます。水を入れ始めてからx 分後の水そうの水の量をy ℓ とするとき， y をx の式で表しなさい。  ① 正答率  全国…55.6％ Ａ校…55.0％ ② 誤答分析 ○無解答率が20.0％ ・一次関数の変化の特徴や具体的な事象における２つの数量関係を把握できていない。 ・一次関数の関係を baxy += の式に表すことができない。 ○3x の解答が13.3％ ・比例と一次関数の違いを理解していない。 ○本年度の全国学力状況調査のＡ11（3）の「長さ16ｍのひもを使って長方形を作るときの縦の長さx cm，横の長さ
y cmの関係を式で表す」問題では，正答率が44％，無解答率が23％であり，同様の傾向がみられた。 （２）調査結果からの課題 ① 課題となる力 ・具体的な事象の中の数量関係を見いだす力 ・どんな関数かを判断し，その関係を式で表す力 ② 指導上の課題 ・表，式，グラフによる表現を相互に関連付けながら調べるなどして，一次関数の特徴を他の関数と比較しながら理解させる指導が不十分である。 ・数量の変化と対応を見て，どんな関数かを判断させる指導が不十分である。 （３）学年 第2学年 （４）単元の紹介 ① 単元名 一次関数 ② 単元の目標  ・一次関数について，表，式，グラフを活用し，比例の関係と比較する等して，その特徴を統合的に考察することができる。 ・式や表やグラフを用いて既習の比例と比較しながらその特徴を調べようとするとともに，積極的に活用しようとする。 （５）授業改善のポイント ① 指導方法の工夫 ・事象の中にある数量関係を式に表す場面で，表を利用して考察させる。 ・いろいろな関数の事象を提示し，どの関数になるかを判断させ，その理由を説明させる。  ② 教材の工夫 

x ，y の値が①～③の表のように対応するとき，この中から一次関数を選び，その式を求めなさい。 ①              ②  ③   

     ・提示された関数の表が，比例，反比例，一次関数である理由を，既習事項を根拠に説明させる。 ・表を横の変化や縦の対応関係で捉えさせる。 (1)表をつくって，特徴を調べさせる。 (2)表をみて，変化の特徴を見つけ，変化の特徴から，比例，反比例，一次関数のどれであるかを判断させる。 (3)表で判断したことを基に， y をx の式で表す。 ・事象から式ではなく，事象，表，式の手順で考えさせる。 （６）検証 ① 評価問題 【問題１】水が50ℓ 入っている水そうから，毎分２ℓ の割合でx 分間水を抜いたとき，水そうに残った水の量 を y ℓ とする。 y をx の式で表しなさい。  【問題２】周の長さが40 cmである長方形の，縦の長さをx cm，横の長さをy cmとする。y をx の式で表しなさい。 ② 評価問題の解答類型と通過率及び成果と課題 【問題１】       ・表を作って式を求めることによって，正答率が上がり，無解答率が減少した。 ・正答した生徒の内，53.7％が表をつくって考えていた。 ・誤答した生徒の内，42.9%が表をつくって考えていた。その内，ほとんどの生徒は，表は正確だが，変化の割合やx＝0のときの y の値をもとに式にできていない。 【問題２】       ・正答した生徒の内，31.0％が表をつくって考えていた。 ・誤答した生徒の内，21.7%が表をつくって考えていた。 ・問題１に比べて，表に表して考える生徒の割合が少ない。 ・問題１のような水の量に関する事象は，表の活用がしやすく正答率が高い。しかし，問題２のような長方形の周に関する事象は，伴って変わる２つの数量関係を正確に読み取れない。 （７）成果と課題 ① 成果 2つの数量関係を式・表・グラフを関連づけての指導や，提示された関数がどの関数であるかを，既習事項を根拠に説明させる指導は効果がある。 ② 課題 説明をする活動を仕組むときの説明のさせ方を今後も継続的に指導をしていく必要がある。 

次のア～ウの中から，y がx の一次関数であるものを選びなさい。また，y をx の式で表しなさい。 ア 面積が12cm2の長方形の縦の長さx cm，横の長さy cmとする。 イ 周の長さ12cmの長方形の縦の長さx cm，横の長さy cmとする。 ウ 縦の長さ3cm，横の長さx cmの長方形の周の長さをy cmとする。 

x  -3 -1 2 4 
y  -4 -12 6 3  x  -3 -1 2 4 

y  12 4 -8 -16  
x  -3 -1 2 4 
y  -7 -1 8 14  

 正答率 誤答率 無解答率 評価問題 70.7% 24.1% 5.2% 過去の類似問題 55.0% 25.0% 20.0%  
 正答率 誤答率 無解答率 評価問題 50.0% 38.7% 10.3% 過去の類似問題 44.2% 42.7% 23.1%  



主語 動詞 ではない 職業・出身・性格…  I   You   He   She   Hiro    is   am   are    not    from Fukuyama    Mr. Yamada   a student   our P.E. teacher   

【英語】 （１）教科の調査結果の分析 平成21年度「基礎・基本」定着状況調査問題 12               ① 通過率 60％ ② 誤答分析 ・主語による動詞の変化，代名詞や語の綴りなどの誤りがあり，１文単位で英文を正しく書くために必要な，文の決まりが理解できていない。  （２）調査結果からの課題 ① 課題となる力 基本的な語や文の決まりを理解して，１文単位で文を正しく書く力 ② 指導上の課題 英文を正しく書くために必要な文構造に対する指導が不十分である。be動詞を含む文の語順を意識させて，英文を作る練習が不足している。  （３）学年 第１学年  （４）単元の紹介 ① 単元名 Jenny’s First Day at School ② 単元の目標  ・語順を理解して英文を読んだり，書いたりすることができる。 ・友達や先生を紹介するために，まとまりのある英文を書くことができる。  （５）授業改善のポイント ① 指導方法の工夫（まとまりのある紹介文を書く） ・主語・be動詞・補語の縦列をそろえたカードやワークシートを使って，正しい語順で英文をつくる練習をする。  〔板書〕 
 ・紹介文の型を示して，表現や内容を把握させる。モデル文はALTが自己紹介をするものとし，生徒は必ず語を変えて書くように指導する。語を選択できるよう，ワークシートに語群を設ける。   

〔左側にモデル文のプリント貼って，右側に作文をしたノート〕              ② 家庭学習の工夫（「３分割ライティングノート」の取組み） ・生徒が教科書本文や単語の練習をする際，自分でテストをし，間違えた箇所を練習できるよう工夫する。 〔実施方法〕                                       （６）授業の様子（生徒の感想） ・カードやワークシートの工夫により，主語とbe動詞の使い方が分かった。 ・Envelope gameで，語を並べかえて英文をつくったり，それがどの先生のことかを当てたりするのが楽しかった。 ・紹介文の例が示されたので，友達の紹介文が書きやすかった。友達に，何のファンかなどを尋ねて書くのがおもしろかった。 （７）検証 ・自分の友達について，ALTの先生に紹介する英文を書く，筆記テストを実施した。（「This is my friend. （彼の/彼女の）名前は○○です。」に続けて４文以上書くテスト） ・通過率は80％（正答率32％，準正答率48％）であった。  （８）成果と課題 ① 成果 ・カードの縦列をそろえて貼ることで，語順が捉えやすくなり，主語に対応するbe動詞が理解できていた。 ・モデル文にかかわる単語例を充実させたことで，生徒は使いたい語を選んで，スムーズに英文を書くことができていた。 ・３分割ライティングにより，練習後に自分でテストして答え合わせをするという，自学自習の習慣がつきつつある。 ② 課題 ・30％の生徒が「ａ」をつけていなかった。いつ，どんな決まりでつけるのかが，定着していない。英文を書く際に「ａ」に線を引かせるなどして，意識を促すようにする。 ・20％の生徒が４文書けていなかった。口頭練習を十分に取り入れた後，文単位で英文を書く練習を一層充実させる必要がある。苦手な生徒には，語順を区切ったワークシートを用いて，文のながれに慣れさせる。 

次の会話文は，ケイコが，担任の小野先生について，新しく来たスミス先生に説明したものです。小野先生について書かれたメモの中から3つ以上選び，   の中に３文以上の英文を書いて会話文を完成させなさい。ただし，スミス先生についてわかりやすく説明するために，意味のつながりを考えて書きなさい。 ［会話文］  Mr. Smith : Who is he?       Keiko : He is Mr. Ono.                                                                           Mr. Smith : Oh, really?   I like music, too. （メモ）○○先生について ・奈良（Nara）出身である ・３０才である ・サッカーをすることができる ・ネコを１ぴき飼っている ・音楽が好きである 
主語とbe動詞の使い方 語群 モデル文 

Hi, Hiro. Is your training so hard? やあ，ヒロ。トレーニングはそんな Hi, Hiro. Is your training so hard? Hi, Hiro. Is your training so hard? にたいへんかい？ Hi, Hiro. Is your training so hard? Hi, Hiro. Is your training so hard?  Hi, Hiro. Is your training so hard? Yes, and it’s boring. はい。それに退屈です。 Yes, and it’s boraing. Yes, and it’s boring.  Yes, and it’s boring. Yes, and it’s boring.  Yes, and it’s boring. OK, Hiro. I have an idea. わかった，ヒロ。僕に考えが OK, Hiro. I have  idea. OK, Hiro. I have an idea. ある。 OK, Hiro. I have an idea. OK, Hiro. I have an idea.  OK, Hiro. I have an idea. ・・・・・・・ ・・・・・・ ・・・・・  

①《英語》 教科書本文１文につき，３回ずつ書く。 ②《日本語》 本文の日本語訳を書く。 ③《英語》 ①を折って隠し，②を見て英語を書く。１語ずつ答え合わせをして，間違えた文を練習する。 


