
平成 25 年度「基礎・基本」定着状況調査の結果について 

１ 重点課題を改善する指導内容と方法 

教科・通過率 重点課題  改善する指導内容と方法 

国 語 

蒲刈中通過率 ８８．２％ 

広島県通過率 ７１．７％ 

◎ 「書くこと」の領域に

おいて，「書いた文章を

読み返し，読みやすく

分かりやすい文章にす

る」ことができない。

（通過率 45.5％ 県

30.5％） 

◇「書くこと」の領域に

おいて，「段落の役割を

考えて文章を構成する

こと」ができない。（通

過 率 61.2 ％  全 国

77.5％）【中学校区にお

ける課題】 

◎ 新聞の投稿欄に投稿した文

章と，掲載された文章を比べ

て，推敲の意味を意識させる

指導を行う。また，書いた文

章を読み返し，①語句や文の

使い方 ②主語・述語のねじ

れがないか ③一文の長さが

長すぎないか，確認する学習

を行う。 

 

◇ 付箋紙を活用し，段落の役

割を考えて構成メモを作って

文章を書く。 

 

数 学 

蒲刈中通過率 ８９．７％ 

広島県通過率 ６９．０％ 

 

◎ 図形の領域におい

て，「複数の事象の統

合」問題の本校の生徒

の通過率が，45.5％で

ある。垂線の作図をす

るにあたり，線対称な

図形の性質を利用し

ていることに気づい

ていない課題がある。

（県 46.6％）【中学校

区における課題】 

 

◇ 関数の領域におい

て，「言葉で表された式

の数学的な意味を考

え，事象を式の意味に

即して解釈することが

できる」ができていな

い。通過率が 15.4％で

ある。（全国 31.7％） 

 

◎ 作図ができた後，長さや角

の大きさが等しいところを見

つけさせたり，線対称な図形

を発見させたりする学習をく

り返し実施してみる。また，

ペアで説明し合ったりするこ

とで定着を図る。 

 

 

◇ 伴って変わる２つの数量を

式に表したり，言葉で表され

た式の意味を考えたり，他の

人に説明させる学習を多く

取り組んでみる。 
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理 科 

蒲刈中通過率 ５０．０

広島県通過率 ３９．９

英 語 

蒲刈中通過率 ８８．１

広島県通過率 ７２．１

 

 

２ 意識調査 

（１）生活・学習 

 

改善したい点

◎ 読書活動において，「読んだ本の内容につい

て，友だちや家族と話をしています。」

回答率が 36.4％である。 

◇ 「普段の授業では，本やインターネットを使って，

グループで調べる活動をよく行っているとおもいま

すか」の肯定的回答率が 23.1
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５０．０％ 

３９．９％ 

 

◎① 実験結果より「白

い粉末の特定」をする

設問の通過率が 18.2％

である。 （県 34.8％） 

 

 

 

 

◎② 写真から堆積岩を

同定する設問の通過率

が 9.1％である。 

（県 15.2％） 

 

 

 

◎ 実験・観察を通じて

得たことをもとに，自

然のしくみを科学的に

思考する力が弱い。 

【中学校区における課題】 

 

◎① 実験結果からどんなこと

がわかるのかを，既習事項

を使いながら，ていねいに

記録し発表させるととも

に，授業のはじめに基礎・

基本の定着ドリルを行い，

既習事項の定着を図る。

 

◎② 教科書の写真だけでな

く，実物を見せて，しっか

りと観察させ，スケッチを

させたり，特徴を記録させ

るなどして，記憶に留める

ような指導の工夫を図る。

 

◎ 実験・観察の目的をしっか

りと持たせ，明らかになった

ことから，どんなことが

身の回りの生活や自然現象と

どのような関係にあるかを意

識させる授業を

８８．１％ 

７２．１％ 

①「書くこと」の領域に

おいて，「基本的な文

のきまりを理解した

作文を書くことがで

きる」の生徒の通過率

が 63.6％である。（県

55.9％） 

 

②「読むこと書くこと」

の領域において，「情

報をもとに自分の考

えを英語で書くこと

ができる」の生徒の通

過率が 45.5％である。

（県 53.1％） 

 

①  生徒が疑問文を作るよう

な練習をペア学習やグルー

プ学習で行う。また，何度

も繰り返し口頭練習や代用

練習を行い，英語のかたま

りを身につける指導をして

いく。

  

②  自分の考えを英語で書い

て表現させる場面をたくさ

ん設定し，書かせたときに，

英語の語順や文構造の間違

えを個人，全体で指導して

いく。

 

改善したい点 今後の具体的な取組

「読んだ本の内容につい

て，友だちや家族と話をしています。」の肯定的

 

「普段の授業では，本やインターネットを使って，

グループで調べる活動をよく行っているとおもいま

23.1％である。 

○ 蒲刈中学校推薦図書を５０冊設定し，読

書活動を推進して，クラスや家庭で交流す

る活動を進める。 

 

○ 新聞やインターネット，学校図書館など

を活用した授業を計画的に行う。

読むこと

書くこと

実験結果からどんなこと

がわかるのかを，既習事項

を使いながら，ていねいに

記録し発表させるととも

に，授業のはじめに基礎・

基本の定着ドリルを行い，

既習事項の定着を図る。 

教科書の写真だけでな

く，実物を見せて，しっか

りと観察させ，スケッチを

させたり，特徴を記録させ

るなどして，記憶に留める

ような指導の工夫を図る。 

実験・観察の目的をしっか

りと持たせ，明らかになった

ことから，どんなことが言え，

身の回りの生活や自然現象と

どのような関係にあるかを意

識させる授業を仕組む。 

生徒が疑問文を作るよう

な練習をペア学習やグルー

プ学習で行う。また，何度

も繰り返し口頭練習や代用

練習を行い，英語のかたま

りを身につける指導をして

いく。 

自分の考えを英語で書い

て表現させる場面をたくさ

ん設定し，書かせたときに，

英語の語順や文構造の間違

えを個人，全体で指導して

いく。 

今後の具体的な取組の内容 

蒲刈中学校推薦図書を５０冊設定し，読

書活動を推進して，クラスや家庭で交流す

新聞やインターネット，学校図書館など

を活用した授業を計画的に行う。 



（２）教科    

教科 生徒の回答の課題 授業改善の方向性や具体的な取組 

国 

語 

◎「国語の授業では，伝えたいことの中心がう

まく伝わるように，話の組み立てを考えて話

したり，話の中心を考えながら聞いたりして

います。」（54.5％） 

 

◇「国語の授業で目的に応じて資料を読

み，自分の考えを話したり，書いたりし

ています。」（69.2％） 

◎小中で連携して，全教科・領域で考えを発

表する場面を多く設定し，中心をはっきり

話す・聞くことを｢結論先行｣のスキルを徹

底させながら指導する。 

 

○キーワードを見つけて読解し，要約するこ

と，それに対して自分の意見を話したり書

いたりする活動を持つ。 

数 

学 

◎「数学の授業では，自分の解き方や考え方

と比べながら，友達や先生の説明を聞いて

います。」（54.5％） 

 

 

◇「数学の問題の解き方が分からないとき

は，諦めずにいろいろな方法を考えま

す。」（69.3％） 

◎ペアで考え方を交流したり，考えが浮かばない

生徒へは例を示し，それを伝え合ったりするな

ど，説明を理解して伝え合う活動を多く取り入

れる。 

 

◇自分の考えた解き方を他の人に伝えたり，

他の解き方をグループ等で聞いて理解する

など，伝え合う活動を充実させる。 

理 

科 

◎「理科の授業では，自分の考えをまわりの

人に説明したり，発表したりしています。」 

（36.4％） 

◎今まで以上に，実験・観察の結果について，発

表したり，意見交流したりする場を設けるように

する。 

 英 

 語 

◎「英語の授業では，わからない単語や熟

語，自分が使いたい単語や熟語は辞書を

使って調べています。」（54.5％） 

 

◎自分のことを書いて表現させる場面をたくさん

設定し，自分で辞書を使わせるように指導して

いく。 

  ◎基礎基本定着状況調査 

◇全国学力・学習状況調査 

 

 


