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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地区研究推進地域地区研究推進地域地区研究推進地域地区研究推進地域    

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    

福山市立鳳福山市立鳳福山市立鳳福山市立鳳中学校中学校中学校中学校    ８８８８    ２７２２７２２７２２７２    

福山市立福山市立福山市立福山市立芦田芦田芦田芦田中学校中学校中学校中学校    ７７７７    １８０１８０１８０１８０    

福山市立福山市立福山市立福山市立広瀬広瀬広瀬広瀬中学校中学校中学校中学校    ４４４４    ３５３５３５３５    

福山市立福山市立福山市立福山市立常金常金常金常金中学校中学校中学校中学校    ３３３３    ６４６４６４６４    

（H23.11.1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・技能を活

用する力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・技能の定着をより図るとともに活用する力

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 

  ○学習習慣の定着をめざした取組み 

② 言語活動の充実を図る授業づくり 

  ○付ける力を明確にした言語活動 

  ○思考・表現させる場を設定    

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 

・視点を明確にした協議を行うとともに，評価問題等で

確実に検証を行ったので，次の授業実践につなげるこ

とができた。 

・中学校学力向上対策事業での３教科の取組みを基に，各教科

で生徒のつまずきを把握した授業を実施することができた。 

・「基礎・基本」定着状況調査のＢ地域の平均通過率が，国語，

数学においては，県平均を上回っている。 

 

【「基礎・基本」定着状況調査の平均通過率の県平均との差】 

 

 

 

 

 

 

 

 

○学習習慣の定着をめざした取組み 

・研究協議会では，授業と連動した家庭学習内容を検討する

場を設定し，各校の家庭学習内容を交流するとともにその

内容を取組みへといかすことができた。 

・学習指導案に家庭学習の内容を具体的に位置付け，計画 

・意図的な指導をしたことにより，平日の家庭学習では，１時

間以上学習する生徒の割合が増加した。また,「復習してい

る」「学習計画を立てている」ともに生徒の割合が増加した。 

【平日の学習時間】 

 

 

 

 

 

 

 

【復習をしている】 

 

 

 

 

 

 

【学習計画を立てている】 

 

 

 

 

 

 

② 言語活動の充実を図る授業づくり 

・今年度は生徒の活動する場を設定し，実施した。特に

昨年度できなかった小黒板などを活用した説明や発表

の場面を仕組むことができた。その結果，教師がつけ

たい力を明確にした言語活動を実施できた。 

 

（２）課題 

① 改善ポイントを明確にした実践研究 

・英語については，「基礎・基本」定着状況調査のＢ地域の平均

通過率が，県平均を下回っている。 

・自主学習の内容を提示することで，家庭学習の習慣がついて

いる生徒は学習時間を増やすことができたが，全くしない生

徒には有効ではなく，家庭での学習時間「全くしない」生徒

の割合が昨年度より増えている。 

② 言語活動の充実を図る授業づくり 

・言語活動の場面を設定することはできたが，表現の方法

などの細かい指導が不十分であり，順序を考えるなどし

て話す生徒の肯定的な割合が微増に留まっている。    

【順序を考えて話している】 

 

（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 

・英語については，つながりのある英文を書く活動を継続す

ることと，ドリル学習プリントを課題として出し，小テストを

行うことで，生徒の学習意欲につなげる。 

・全く学習しない生徒に対して，定期テストなどにつながる学習

内容を明確にすることで，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す。 

② 言語活動の充実を図る授業づくり 

・単元計画の中に言語活動を位置付け，言語活動の充実を図る。 

・言語活動を取り入れた授業についての研修を進め，全教

科において共通の視点を持った指導ができるようにする。 
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【クジラ新聞】 

３３３３    実践事例実践事例実践事例実践事例 

【【【【国語国語国語国語】】】】    

（１）第２学年 単元名 「仁和寺にある法師」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

生徒同士で互いの意見や考えを述べ合い，状況や人物像，

展開を読み取ったり，自分の意見を修正したりする活動を

設定することで，登場人物の心情や現代に通じる視点があ

ることに気付かせることをねらいとした。 

⑤ 成果と課題（○：成果，●：課題） 

○「法師の勘違いの要因」を探す話し合いでは，会話や動

作主の主語などに着目させたことで，本文の表現から根

拠を求めるようになった。 

○班活動では, 

・現代語訳を完成させ，場面の状況を読み取る 

・相互交流し,「法師の勘違いの要因」をまとめる 

・背景や心情などについて話し合う 

ことで，お互いに理解の足りない部分を補い合ったり，

考えの根拠を表現に求めたりすることができた。 

○終末部分に「兼好法師への手紙」を書くという言語活動

を設定することで「筆者の教訓」に対する考えや「仁和

寺の法師の言動」に対する考えを自分達の生活と関連付

けて書くことができた。 

○授業後に実施した評価問題の登場人物の心情の変化を捉

える設問(平成23年度「基礎・基本」定着状況調査三３

(3))では正答率 6月41.7％→11月62.5％，無答率 4月

4.2％→11月０％であった。 

●筆者の考えをとらえるために，時代背景の補足説明を行

い，当時の状況や,主人公以外の登場人物にも着目させ，

心情などを想像させたり考えさせたりする活動を取り入

れる必要がある。 

 

 

（２）第１学年 単元名 「クジラたちの声」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 本文の「問い」と「答え」に着目して読み取り，知り得た

ことを一枚の新聞に再構成するという言語活動を通して，筆

者の主張を読みとることをねらいとした。 

⑤ 成果と課題（○：成果，●：課題） 

 ○「新聞を作る」という単元を貫く言語活動を設定し，単

元の初めに生徒に提示するこ

とで 

・生徒に学習の見通しと意 

欲を持たせる 

・「新聞」にするため「文  

 章のどの部分に注目す 

ればいいのか」など読む 

ことの必然性を持たせる 

ことができた。                   

○新聞の構成の条件（紙面のスペース・字数）に応じて要

約をする活動では， 

・繰り返し本文に立ち返って読む 

・指示語の内容や繰り返される言葉に着目する 

・最終段落に着目する 

ことができた。授業後の評価問題で無答率が21.1％から

0％になった。 

○授業後に実施した評価問題の段落の要旨を問う設問（平

成22年度「基礎・基本」定着状況調査四（３））では正

答率68.4％となった。(県平均63.5％) 

●評価問題（平成22年度「基礎・基本」定着状況調査 四

（３））において，実験のデータや実験前後の筆者の考

えの変化を正しくまとめることができない生徒が31.6％

であり，筆者の思考の過程やそのような考えに至った背

景を読み取らせる指導を取り入れる必要がある。 

② 調査結果からみる課題 

段落の接続関係や文章の構成について理解する力 

③ 指導改善のポイント 

文章の展開や段落の役割をとらえ，筆者の主張（必要

な情報）を読み取らせる。 

④ 指導の工夫 

ア 文章の展開や段落の役割をとらえ，全体の構成を理

解させる。 

イ 文章を主体的，意欲的に読ませるための言語活動を

取り入れる。 

② 調査結果からみる課題 

場面の状況とその場におかれた登場人物の心情を読み取

る力 

③ 指導改善のポイント 

叙述に即して，状況や登場人物の心情を読み取らせ

る。 

④ 指導の工夫 

ア 叙述を根拠として，中心となる出来事をとらえさ

せる。 

イ 自分自身の読みやとらえ方を相互交流し，修正し

たり補完したりさせる。 

① 誤答分析  正答率 41.7％ （福山市 26.5 ％） 

ア 文章のどこを手がかりとして読み取ればよいのか

を考えさせる指導が不十分。 

イ 登場人物の心情やその変化，主題など，読み取っ

たことを表現させる指導が不十分。 

(平成23年度「基礎・基本」定着状況調査三３（３）) 

① 誤答分析  正答率 52.6％ （福山市 61.8 ％） 

ア 文章の展開に即して，段落相互の関係を的確に捉え

させる指導が不十分。 

イ 文章から必要な情報を正しく読み取る指導が不十

分。 

（平成22年度「基礎・基本」定着状況調査四（３）） 



【数学】 

(１) 第２学年  単元名「1次関数」 

具体的な事象の中にある２つの数量関係が反比例である

ことを判断できるかどうかをみる問題。 

 【福山市調査問題５（２）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 検証 

「３つの具体的な事象を与え，それぞれの事象がどの関数

になるかを選び，そう判断した理由を答える問題」を実施し，

全国学力調査の類似問題と比較，検証した。 

 

 

 

 

 

⑤ 成果と課題（○：成果，●：課題） 

○正答率が23.1％増加した。表をつくることで，1次関数

であることが判断できるようになった。           

（％） 

正答率 

(1次関数） 

誤答率 

(比例) 

誤答率 

(反比例) 

誤答率 

(いずれでもない) 

無解答率 

評価問題 73.0 13.5 5.4 0 8.1 

全国学力調査 49.9 32.5 12.0 3.6 2.0 

○１次関数であることを判断した理由は，表をつくり，

「変化の割合が一定であるから」と書けるようになっ

た。また，式からも説明できるようになった。 

●理由が無解答の生徒が数名いる。それぞれの関数の特

徴をまとめたヒントカード等を活用するとともに表の

どの部分に着目すれば，どの関数と判断できるか，指

導を継続する。 

(２) 第２学年  単元名「1次関数」 

与えられたグラフを考察し，２つのグラフを関連させながら，数

量関係にある数量を読み取ることができるかどうかをみる問題。 

【 平成23年度「基礎・基本」定着状況調査７（２）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

④ 検証 

平成19年度全国学力調査B問題６の類題を実施し，検証した。 

 

 

 

 

 

⑤ 成果と課題（○：成果，●：課題） 

○検証問題の結果からグラフの読み取り問題は，正答率が増えた。 

・図書館に何分間いましたか。         （％） 

 正答率 誤答率 無解答 

評価問題（２） 100 0 0 

過去の同一問題（H19） 75.9 － － 

 ・家から公園まで行った速さと，公園から図書館まで行っ 

たときの速さは，どちらが速いですか。    （％） 

 正答率 誤答率 無解答 

評価問題（３） 75.0 25.0 0 

過去の同一問題（H19） 62.1 － － 

●どちらが速いか比較するとき，グラフのどこを見ればよ

いかを判断できるよう指導を継続する。 

●黒板の図やグラフを指しながら，どの部分が何を表現し

ているのか，数学用語を使って自分の考えを説明できる

よう指導を積み重ねる。 

③ 指導の工夫 

ア いろいろな視点でグラフを読み取らせる。 

イ 既習事項をもとにして，考えを説明しあう活動をさせる。 

③ 指導の工夫 

ア 表をつくって，２つの数量関係を調べる活動を通して      

数量関係を把握させる。 

イ 関数の変化の特徴を既習の関数と比べ，どの関数かを判断し説

明させる。（比例，反比例，１次関数である理由を，既習事項を根

拠に説明させる。） 

① 誤答分析 正答率23.9％ （福山市40.2％） 

ア 誤答の多くは，比例の事象を選んでいた。「等分」「分ける」といっ

た文言が反比例を表していると考えている。 

イ  が増加すれば， が減少するものを反比例を表していると考え

ている。 

【目標】 変化や対応の様子を調べて，どのような関数かを判断しよう。 

【課題】 １辺の長さが１cmの正方形の紙を図のように階段の形に積

んでいく。段の数が変わると，それにともなって 

      が変わっていく。  

段の数と     の関係は， 

どんな関数になるでしょう。    1段  2段   3段     4段 

また，そのように判断した理由を書いてみましょう。 

（１）段の数と周の長さ，（２）段の数と頂点の数，（３）段の数と面積 

① 誤答分析 正答率20.0％ （広島県58.0％） 

ア 何分後に公園に着いたかをグラフの変化の特徴を読み取り予想

することができない。 

イ ２つのグラフを関連付けて考察することができていない。 

【目標】 1次関数のグラフを様々 な視点で読み取り，問題を解決しよう。 

【課題】 兄と弟が，家から 

1200ｍ離れた駅に向かいます。 

弟は7時に出発し，兄はしばらく 

して弟と同じ道を通って駅に向か 

いました。次のグラフはその様子 

を表したものです。 

（１）グラフから分かることは 

何ですか。 

（２）兄はこのまま進むと何時何分に駅につきますか。 

（３）兄が７時８分に忘れ物に気づき，分速200ｍで走って家に戻りまし

た。兄が戻るとき，弟とすれ違った時刻を求めよう。 

 Ο 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4

5 0 0

1 0 0 0

（分）

（ｍ）

② 指導改善のポイント 

具体的な事象と表，式，グラフによる表現を相互に関連付けて考

えさせる。 

② 指導改善のポイント 

身近なことがらを題材とし，意欲的にグラフを読み取らせ，なぜそ

うなったかを説明させる。 

次のア～エについて， が  に反比例するものを１つ選びなさい。 

ア 長さが  ｍのテープを15人で等分したときの1人分の長さが  ｍである。 

イ 2000円もって買い物に行き，  円の買い物をすると，残金が  円である。 

ウ 鉛筆を1人に3本ずつ  人に分けるには，  本必要である。 

エ 面積が30cm

２
の三角形の底辺が  cm，高さが  cmである。 

xy

y

y

y

y

x

x

x

x

次の数量の と の関係は，どんな関数になりますか。また，そ

う判断した理由も答えなさい。 

① 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 分後の水そうの水の量を    

Ｌとします。 

ひろしくんとはるかさんは，学校から６００ｍ離れた公園まで行きました。二人

は同時に学校を出発し，ひろしくんは走って，はるかさんは歩いていきました。 

下のグラフ①・②は，そのときの時間と道 

のりの関係をあらわしたものです。 

（２）はるかさんは，ひろしくんが公園に 

着いてから，何分後に公園につきましたか。 

家から1200ｍ離れた図書館に本を借りにいきました。行きは途中の公園で友達に会い，

しばらく話をしてから図書館に行きました。図書館で 

本を借りてからは，公園に寄らずに行きと同じ道を 

通って家に帰りました。下のグラフは，家を出てから 

の時間と家からの距離の関係を表したものです。 

次の問いに答えなさい。 

yx

x y

x

y



③ 指導改善のポイント 

正確な英文でつながりのある一定量の英文を書かせる。 

② 課題となる力 

基本的な文の決まりに基づいた正確な英文で，つなが

りのある英文を書く力 

【【【【英語英語英語英語】】】】    

（１）第３学年 単元名「Unit5 A Future Career」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アの指導の工夫として 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イの指導の工夫として 

 

 

 

 

 

 

 

授業後の評価問題等による検証 

あなたとＡＬＴの先生との会話を完成させなさい。 

     に適当な関係代名詞を記入し，下線部Ａに適切な表現を

作りなさい。また下線部Ｂに，さらに説明を加える英文を作りなさ

い。（下の語群にあたる単語を参考にして，英文を作ってもよい。） 

     You :  Excuse me,  Mr. Costen.  Do you know 

okonomiyaki. 

Mr. Costen ：  Sorry. 

      You  ：  O-ko-no-mi-ya-ki.  Let’s see. 

              It’s a kind of Japanese fook 

                            A                   . 

                            B                   . 

Mr.Costen  ：  Uh-huh.  I’ll try it. 

 

⑤ 成果と課題（○：成果，●：課題） 

○授業後に実施した評価問題のうち，適切な関係代名詞を答

える設問では，正答率82％(準正答を含む通過率85％)と

なった。適切な表現を使って，日本の食べ物を説明する

つながりのある英文を２文作る設問では，正答率33％(準

正答を含む通過率70％)となり，「基礎・基本」定着状況

調査と比較すると，正答率で21.7％，準正答率で1７.4％

上回った。 

○正答率から見ても，また誤答からみても，関係代名詞の使

い方はほぼ定着できていると考えられる。 

○英語に対する苦手意識を持っていた生徒もグループ活動を

仕組むことで，意欲的に取り組むようになった。 

●冠詞の使い方や，be動詞と一般動詞の区別が理解できてい

ない英文が，18％の生徒に見られた。この結果から，日

頃からより多くの英語に触れさせることがさらに必要で

ある。 

●書く活動の中で，基本的な内容を理解していないために初

歩的なミスを繰り返す生徒がまだ6％いる。自分で間違い

に気付き，自分で直させる指導を繰り返すことが必要で

ある。 

 

（２）今年度を振り返って 

今年度は，B地域として，一文以上の英文を書かせることに重点

を置いて取り組んだ。穴埋め等で終わることなく，一文単位で英文

を書く力をつけさせることを意識して取り組んだ。各校において，

語彙を増やすための家庭学習の工夫，語順を定着させるための板書

やワークシートの工夫，また帯活動を利用した自己表現活動の工夫

などが見られ，研究協議会において交流することができた。 

どの取組みにも効果が見られたが，一方で時間の経過と共に確認

したことを生徒が忘れてしまい，同じミスが繰り返されることは共

通の課題として，通年を通して挙げられた。そのため，今後も帯活

動等を利用し，反復する機会を継続して工夫し続けていくことが重

要であると考えられる。                          

 関係代名詞のまとめとして，グループやペアで関係代名

詞を含む２～３文程度の英語のクイズを作成する。できる

だけ辞書を使用しないで，自分たちが学習内容を工夫して

作文させることを意識させる。また，作成するクイズの英

文のパターンを提示し，つながりのある英文の書き方を示

す。 

Warm-upとして，ペアでの定型の会話練習の中に簡単な

自己表現活動を取り入れた活動を仕組み，その活動の中

で得られた情報を3文で書く活動を帯の活動として継続

して取り組む。 

④ 指導の工夫 

ア 既習表現を使って，自分のことを表現する学習や，友

だちと会話をする学習をし，それをもとにした英作文

に継続的に取り組ませる。 

イ テーマに沿った英文を書かせる場面を授業の中に位置

付け，文のつながりを考えさせるとともに，正確な英

文を書かせる指導を継続的に行う。 

自分の答え 

① 誤答分析 

 基本的な文の決まりに基づき，正確な英文を書くこと

ができていない。 

ア He has dog.  He doesn’t like cat. など，冠詞がつ

けられていない英文，複数形で表現できていない英

文が，31％の生徒に見られた。 

イ He have a dog.  He like soccer.  He can speaks 

English.  など，三人称単数現在形の-sがつけられ

ていない英文，ルールが理解できていない英文が，

25％の生徒に見られた。 

ウ He don’t like cats.  He not like cats. など，現

在形の否定文において，文構造が理解できていない

英文が，18％の生徒に見られた。 

エ He is like soccer.  He is have a dog.  He isn’t 

like cats. など，一般動詞とbe動詞を併用した英文

が，12％の生徒に見られた。 

（平成23年度「基礎・基本」定着状況調査12「書くこと」） 

YourYourYourYour    AnswerAnswerAnswerAnswer    

   What is your plan? 

       I want to                               . 

    Why? 

       Because                                

                                          . 
 

LetLetLetLet’’’’ssss    makemakemakemake    EnglishEnglishEnglishEnglish    Composition!!!Composition!!!Composition!!!Composition!!!    ①①①① DateDateDateDate::::                                            PartnerPartnerPartnerPartner’’’’s name:s name:s name:s name:                                                                                                                                                                    

His(Her) FutureHis(Her) FutureHis(Her) FutureHis(Her) Future    

Example: My partner today is Kenji. 

         He wants to work for UNISEF in the future. 

         Because he wants to help children in many countries. 

         He wants to go to college.  He’ll do his best. 
 

 

 

 

 

英文を書くための 

パターンの提示 

得られた情報を 

3文で書く活動 

提出⇒添削を 

3回繰り返す 


