
  事業名事業名事業名事業名：：：：学力向上総合対策事業学力向上総合対策事業学力向上総合対策事業学力向上総合対策事業    連携連携連携連携地域名地域名地域名地域名：：：：庄原市立総領庄原市立総領庄原市立総領庄原市立総領中学校区小中連携地域中学校区小中連携地域中学校区小中連携地域中学校区小中連携地域    連携連携連携連携地域地域地域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    児童児童児童児童生徒数生徒数生徒数生徒数    庄原市立総領中学校庄原市立総領中学校庄原市立総領中学校庄原市立総領中学校    ４４４４    ３６３６３６３６    庄原市立総領小学校庄原市立総領小学校庄原市立総領小学校庄原市立総領小学校    ６６６６    ８８８８８８８８        １１１１    調査結果調査結果調査結果調査結果のののの分析分析分析分析    【平成24年度「基礎・基本」定着状況調査結果】〔通過率：％，（県）：ポイント〕                   教科全体 聞くこと 書くこと 読むこと 伝  国 小学校 国語 77.6 (+1.8) 70.6 (-7.1) 56.9 (+0.5) 80.4 (-0.3) 85.0 (+6.7) 中学校 国語 87.1 (+6.1) 87.5 (+4.7) 95.8 (+14.8) 76.2 (-2.7) 91.7 (+9.3)   教科全体 数と計算 量と測定 図  形 数量関係 小学校 算数 74.6 (-0.4) 85.6 (＋1.0) 76.5 (+2.8) 48.5 (-10.2) 73.5 (+0.8)  教科全体 数と式 図  形 関  数 資料の活用 中学校 数学 69.1 (-5.0) 69.6 (-5.9) 72.6 (-2.3) 75.0 (+2.4) 41.7 (-23.2) ・ 小学校国語「聞くこと」，小学校算数「図形」，中学校数学「数と計算」「資料の活用」等に大きな課題がある。 《書くこと》       【質問紙調査 肯定的な回答の割合】〔通過率：％，（県）：ポイント〕 小学校 国語 52.9 (-12.7) 中学校 国語 国語の授業では，伝えたいことの中心をはっきりさせ，組み立てを考えて文章を書いています。 25.0 (-35.1)  小学校 算数 算数の授業では，考え方やとき方を絵や図などに表したり，まとめたりしています。 52.9 (-18.3) 中学校 数学 数学の授業では，文章に書かれている関係を式で表すために，言葉の式や図を使って考えています。 41.7 (-14.6) ・ 「書くこと」に関する上記項目の肯定的な回答の割合が 県平均通過率と比べて，大きく下回っている。 《聞くこと》       【質問紙調査 肯定的な回答の割合】〔通過率：％，（県）：ポイント〕 小学校 76.5 (+0.7) 中学校 自分の考えと他の人の考えを比較しながら聞いています。 16.7 (-49.8) ・ 小学校（５年）は，県平均と比べて＋0.7ポイントであったが，「よくあてはまる」と回答した割合は０％であった。 ・ 中学校（２年）は，県平均と比べて－49.8ポイントであり，自他の考えを比べながら聞く意識が低い。    以上のことから，小・中学校共通の重点課題は，「書くこ と」「聞くこと」である。そこで，「思考を深めるノートづく り」及び「『聞く』力の育成」に取り組む必要があると考え た。   ２２２２    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 人とのかかわりの中で，自ら考え，表現し， 学び合う児童生徒の育成 ～自己存在感を与える場の工夫を通して～ ② 研究のねらい 聞く力の育成に努めるとともに，思考を深めるノートづくりに重点をおいた授業づくりを小中が一貫して取り組むことにより，自ら考え，表現し，学び合う児童生徒を育成する。 （２）研究組織・体制（省略） 

（３）取組の重点項目 【教科指導・生徒指導「思考を深めるノートづくり」】         【授業づくりの基盤「 聞く力の育成」】          ３３３３    実践事例実践事例実践事例実践事例（（（（小学校算数科小学校算数科小学校算数科小学校算数科）））） （１）指導上の課題  【レディネステストより】 設問のねらい 通過率（％）  正方形のタイルを組み合わせて作った数種類の長方形からいちばん広いものを選ぶ問題 76.0  〔レディネステストからみる課題〕 ・ 広さの概念や量感が捉えられていない。 ・ 広さの直接比較やタイルの数で比較することの意味が理解できてい ない。 （２）学校・学年  庄原市立総領小学校・第４学年 （３）教科及び単元について ① 算数科 単元名「面積」 ② 単元の目標    面積について単位と測定の意味を理解し，面積を計算によって求めることができる。 （４）重点項目との関連 ①  算数で必要とされる用語や絵・図・式等を用いて自分の考えを表現するように指導する。（ノートづくり） ② 自力解決の時間を確保し，自分の考えをノートに書か せる。（ノートづくり） ③ 練り合いの場面では，友だちの考えをメモしながら聞 くように指導する。（聞く力） （５）授業の様子〔本時７/11〕   ① 問題を把握する。 Ｌ字型の面積を求めましょう。                           ② めあてをつかむ。     ③ 自力解決をする。   ・ 図形のプリントを配付し，図形に書き込みながら考えさせる。   ・ 図と式を結び付け，自分の考えをノートに書かせる。 
１㎠がいくつあるか数えればいい。  長方形や正方形の面積の公式を使って，Ｌ字型の面積の求め方を考えよう。 

・ 既習内容と比較させ，自力解決への見通しをもたせる。 

目指す姿 取組内容１年２年３年４年５年６年１年２年３年
低学年 ・話し手に顔を向け，大事なことを落とさずに最後まで聞いている。高学年 ・メモの活用の仕方を指導し，活用させる。・ペアやグループ，全体交流を通して，友だちの考えと自分の考えとの共通点や相違点を整理しながら聞くように指導する。中学校 ・話の内容を理解し，自分の考えを深めながら聞いている。・相手の表現のよさを自分の表現に生かそうとしながら聞いている。 ・自分の考えと比較して聞くように指導する。・話の内容を理解するとともに，話の構成や展開，語句の使い方，言葉遣い等の表現の工夫について評価しながら聞くように指導する。

・全学年で聞き方のモデルを提示し聞く姿勢を徹底させる。・肯定的評価を通してよりよい聞き手を育てる。中学年 ・話し手の意図をとらえ，自分の考えと比べながら最後まで聞いている。・話の中心に気を付けて，自分の考えをもちながら最後まで聞いている。 ・メモの取り方の手立てを示し，指導する。・友だちの考えに対して自分の考えをもちながら聞くように指導する。小学校
目指す姿 取組内容１年２年３年４年５年６年１年２年３年

低学年 ・話し手に顔を向け，大事なことを落とさずに最後まで聞いている。高学年 ・メモの活用の仕方を指導し，活用させる。・ペアやグループ，全体交流を通して，友だちの考えと自分の考えとの共通点や相違点を整理しながら聞くように指導する。中学校 ・話の内容を理解し，自分の考えを深めながら聞いている。・相手の表現のよさを自分の表現に生かそうとしながら聞いている。 ・自分の考えと比較して聞くように指導する。・話の内容を理解するとともに，話の構成や展開，語句の使い方，言葉遣い等の表現の工夫について評価しながら聞くように指導する。
・全学年で聞き方のモデルを提示し聞く姿勢を徹底させる。・肯定的評価を通してよりよい聞き手を育てる。中学年 ・話し手の意図をとらえ，自分の考えと比べながら最後まで聞いている。・話の中心に気を付けて，自分の考えをもちながら最後まで聞いている。 ・メモの取り方の手立てを示し，指導する。・友だちの考えに対して自分の考えをもちながら聞くように指導する。小学校

長方形の面積なら求められるから，長方形に分ければいい。 



        ④ 考えを交流する。   ・ 自分の考えを友だちに説明する。（グループ学習）   ・ 全体で交流する。                  ⑤ 学習のまとめをする。   ⑥ 適用問題をする。   ⑦ 学習の振返りをする。       （６）検証（評価問題，調査問題も含む）   ① 単元指導後の評価テストの問題              ② 結果 ３つの長方形に分けて足す方法で求めている。 23％ 正答 付け足して大きな長方形にして引く方法で求めている。 59％ 付け足して大きな長方形にして求めているが，付け足した部分を足している。 12％ 誤答 付け足して引こうとしているが，引く部分の面積を３×３としている。 ６％   ・ 既習内容を活用することにより，約８割の児童が複合図形の面積を求めることができた。   ・ 誤りが見られた児童は，「分けて足す」「付け足して引く」求め方を混同したり，計算間違いをしたりしていた。（３名） ③ 成果（○）と課題（●） ○ 児童は，自力解決の際，図形の中に線や長さを書き込みながら，面積の求め方をノートに書くことができた。 ○ グループ学習の際には，ノートに書いた図等を示して説明する姿が見られた。 ○ 友だちの考えをメモしながら聞かせることで，自分の考えと比べながら相手の話を聞くことができ，多様な求め方があることにも気付くことができた。 

● 複合図形の面積の求め方は理解できているが，面積の単位や計算に間違いが見られる。基本的な計算力を付けるとともに，身近な題材を取り上げて，量感を養い活用力を高める指導を継続する必要がある。     ４４４４    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（○）と課題（●） ① 思考を深めるノートづくり         【児童生徒アンケート】     （％）  質問 9月 11月 （差） 小学校 自分の考えをノートに書いている。 90.5 100.0 (+9.5) 中学校 人の考えを聞いて参考になったことをノートに書き加えている。 73.1 90.0 (+16.9) 【ノートづくりの変容（小学校第４学年）】 ６月 11月   
   ○ 思考を深めるノートづくりに取り組んだ結果，９    月と比べて11月では，小・中学校ともに，肯定的回    答の割合が上昇した。小学校では，ノートづくりの    手引きを示し，学年に応じたメモの指導を行い，中    学校では，参考になるノートの紹介をし，ノートを    通して考えを交流させるように指導した成果と考え    る。 ● 家庭学習とつなげたノート指導及び授業において書く活動を更に充実させることに課題がある。 ② 聞く力の育成        【児童生徒アンケート】   （％）  質問 9月 11月 （差） 小学校 話し手の意図を捉え，自分の考えと比べながら最後まで聞いている。 66.7 80.0 (+13.3) 中学校 話し手の意図を捉え，自分の考えと比べながら最後まで聞いている。 73.8 91.9 (+18.1) ○ 上記の質問項目では，肯定的回答が10ポイント以上向上した。 ○ 小学校では，ペア・グループ・全体での交流学習を通して，友だちと自分の考えを比べる活動を意図的に行った成果と考える。 ○ 中学校では，ワークシート等に友だちの考えを書き，自分の考えと比較して聞くように取り組んだ成果と考える。 ● アンケート結果では，聞くことについての意識の向上は見られるが，話の内容を理解し，自分の考えを更に深めながら聞くまでには至っていない。  （２）今後の改善方策等 □ 児童生徒の「目指す姿」を明確にし，重点項目の取組内容を具体的に指導する。 □ 日常的に小中連携を図るとともに，個の課題を共有し，指導の方向性を明確にした取組を行う。 

授業授業授業授業改善改善改善改善ののののポイントポイントポイントポイント    ・ 自力解決の時間を確保し，自分の考えた面積の求め方を図や式を使って，ノートに書かせる。 
授業授業授業授業改善改善改善改善ののののポイントポイントポイントポイント    ・ 算数で必要とされる用語や図，式等を使って自分の考えを表現させる。 授業授業授業授業改善改善改善改善ののののポイントポイントポイントポイント    ・ 考えを交流するときは，友だちの考えに対して，自分の考えをもち，ノートにメモしながら聞かせる。 ・ メモを取りながら聞くための手立てを示す。 

 ・ 今日は，Ｌ字型の面積を求めました。友だちの考えを聞いて，いろいろな求め方があることが分かりました。 ・ 私は，「付け足して引く」やり方が，いいなと思いました。わけは，式が少なくて簡単に求められたからです。 ・ 「分けて足す」や「付け足して引く」のやり方を使えば，長方形の面積の公式が使えることが分かりました。 児童の反応（ノート記述） 
横に線を入れて２つの長方形に分けて考えました。 たてに線を入れて２つの長方形に分けて考えました。 違うやり方で求めました。まず，大きい長方形にして面積を求め，次に付け足したところの長方形を引きました。 自分の考えを図，式等で表している。 自分の考えだけを書いている。 友だちの考えを書き加えている。 
次の図形の面積を求めましょう。               （式）                 答え（      ）                       10c 5cm 5cm 3cm 3cm 4cm 4cm 2cm 


