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３ 研究主題と設定理由
(1) 研究主題
主体的に学び，自らの考えを表現できる児童生徒の育成
～「学び合い」を充実させた授業づくりを通して～
(2) 設定理由（校区の児童生徒の課題分析等）
本中学校区では，令和元年度より目指す児童生徒像を「基本的な知識や技能を身に付け，多
様な意見を共有し，主体的に考え表現する児童生徒」と設定し，９年間を見通した課題解決学
習に取り組んできた。
その成果を各種学力調査や意識調査から読み取ることができる。一昨年度の全国学力・学習

状況調査の正答率は，９年生国語科７７．０％（全国平均７２．８％），数学科６７．０％（全
国平均５９．８％）
，英語科６０．０％（全国平均５６．０％），６年生国語科６８．０％（全
国平均６３．８％）
，算数科７４．０％（全国平均６６．６％）で，いずれも全国平均を上回
る結果を残すことができた。
しかし，昨年度の「標準学力調査（東京書籍）」では，社会科５６．６％（全国平均５９．
４％）
，数学科６４．１％（全国平均６４．８％）
，英語科６１．６％（全国平均６２．５％）
となっており，社会科，数学科，英語科で全国平均を下回り，課題を残す結果となった。また，
設問別に分析すると，６年生国語科，算数科ではそれぞれ全国平均を上回っているものの，国
語科では複数の条件に合わせて自分の考えを書く力，算数科では，言葉や式を用いて説明をす
る力に課題があった。昨年度の全国学力・学習状況調査（校内採点）の質問紙では，６学年「算
数の授業で問題を解くときに，ブロックや絵，図，数，式などを使って問題場面を表して解こ
うとしている。
」に対する肯定的意見が６７％で，他の質問の回答より低い結果となっている。
さらに，学期末に中学校区で作成・実施している児童生徒の意識調査では，思考力・判断力・
表現力を問う設問「前に習ったことを使って考え，自分の言葉で表現していますか。
（前期）」
「課題解決に向け，よりよい方法で考え，工夫して表現していますか。（中期）」「課題解決に
向け，多様な方法で考え，目的や相手に応じて適切に表現していますか。
（後期）
」で，４年生
が４点中１学期３．５７ポイントから２学期３．４０ポイントに，６年生が２学期３・０２ポ
イント，９年生が３．１８ポイントに留まる等，自己評価が高くないことがわかった。多様な
表現方法で思考，判断することに自信をもてずにいる児童生徒は少なくない傾向にあり，思考
力・判断力・表現力を付けることは本中学校区の重点課題であると言える。
一方，同じ意識調査の１学期と２学期の全体の結果を比較すると，思考力・判断力，表現力，
協働的な態度のどの設問でも１学期より２学期の肯定的回答が増加している。これは，感染予
防に努めながら，集団解決時のペアやグループでの話合いを再開したことによるものであろう
と考える。授業における集団解決時の手立ての工夫の必要性を感じるところである。
これらを踏まえ，呉市の小中一貫教育の令和３年度の重点「教科等の本質に迫る『考える授
業』づくり～小中教職員で進める授業改善！～」および小中一貫教育のねらい「中一ギャップ
の解消と自尊感情の向上のための取組を基盤とした資質・能力の育成」を念頭に置き，今年度
育成を目指す資質・能力を「知識・技能」
「思考力・判断力・表現力」「協働的な態度」と設定
し，引き続き「基本的な知識や技能を身に付け，多様な意見を共有し，主体的に考え表現する
児童生徒」の育成に取り組みたい。
手立ては次の２点である。１つ目は，中学校区共通の「学び合い」を充実させた授業スタイ
ルについて全教職員が共通理解し，授業を行うことである。
「学び合い」とは，必然性のある
課題に対して自分の考えをもち，集団解決場面で意見を交わし合意形成を図り，次への課題を
発見し，互いの成長を実感する過程である。
「学び合い」が深まる手立てを「学び合いの種」
とし，より有効な教師の手立て（仕掛け）について工夫改善し，授業の中心に位置付ける。個々
の児童生徒の思考を共有したり,他者の意見や考えを聞き合ったりすることを通して，認知の
拡大，修正を図り，自分の考えをまとめて表現する学習活動を進めていきたい。また，主体的
な学びを図示した「学びの木」を掲示し，板書に「学びの根（知識・技能）
」「学びの葉（思考
力・判断力・表現力）
」
「学びの幹（協働的な態度）
」のいずれかを教科のめあてとともに提示
することで本時に付けたい資質・能力を児童生徒と共有し育成していく。
２つ目は，授業改善部会，地域協働部会の２部会を機能させ研究を充実させることである。
昨年度は，新型コロナウイルス感染対策で十分に取組を進めることができなかった。 今年度，

授業改善部会では，教科を中心として「学び合いの種」の工夫，学び合いの「場の設定」に重
点を置いた授業づくりを，地域協働部会では，「総合的な学習の時間」を中心として，カリキ
ュラムマップをもとにした授業づくり，地域の特色を生かした活動計画を作成・実践を行う。
また，両部会で，タブレットの効果的な活用について検討する。
４ 研究内容
(1) 授業改善部会

部会テーマ：自らの考えを表現できる児童生徒の育成

① 「学び合い」を深めるための「学び合いの種」の工夫
② ＩＣＴを活用した授業づくり
③ 学習規律（挙手，大きな声で返事，立腰など）の徹底・掲示を含む環境整備
④ 乗り入れ授業・交流授業の実施
⑤ 児童生徒の実態調査，分析
(2)

地域協働部会

部会テーマ：地域に貢献する児童生徒の育成

① 地域の学習材を生かした単元づくり
② 小中地域清掃，総合防災訓練，防災マップの作成など地域への貢献を意識した活動
③ 「総合的な学習の時間」における系統性を考慮した防災教育の見直し
④ ＩＣＴを活用した授業づくり
⑤ 児童生徒の実態調査，分析
５

推進体制
(1) 推進組織
片山中学校

荘山田小学校

片山中学校区小中一貫教育推進協議会
拡大幹事会

会長
幹事会

・校長

副会長 片山中学校長

・教頭

・小中一貫教育推進コーディネーター
（部会代表）
・呉市教育委員会指導主事

(2) 一部教科担任制実施計画
ア 乗り入れ授業（中→小，小→中）
（中→小）
・小学校第６学年 教科は調整中（２学期実施）
イ

６

荘山田小学校長（幹事校）

小学校教科担任制等
なし
見込まれる成果及び検証方法

小中合同研究部会
・

授業改善部会

・

地域協働部会

(1) 見込まれる成果
９年間を見通し，育成したい資質・能力を意識して，学び合う学習の場を効果的に設定する
と，協働的な学びが展開し，主体的に学ぶ児童生徒が育つ。
(2) 検証方法
・児童生徒の変容の見取り
・児童生徒・教師の意識調査
・保護者・地域の意識調査
・授業観察シートによる授業の成果と課題の分析
・各教科の評価指標に基づく授業の実態調査
・学力調査の結果の分析
７

推進計画（研修会場：荘山田小）
月

日

内

容

小担当

中担当

４月１３日（火） 幹事会①

光家

串田

４月２０日（火） 小中共通アンケート実施①

光家

串田

４月２６日（月） 総会・部会別研修会①幹事会②

光家

串田

１５：００～

推進計画の確認，担当者打ち合わせ

５月

小学校計画委員会と中学校生徒会による小中合

大森

向井

同会議･･･清掃活動，挨拶運動などについて立案

玉理

西口

５月１２日（水） 行進交流（６年生が中学校の予行を見学）

髙橋

三宅

５月２８日（金） 幹事会③

光家

串田

６月 ２日（水） 植栽活動（郷町公園のひまわりの苗植え）

栽培委員会

代議員会

６月～

正久 三崎

向井 西口

６月２２日（火） 全体研修会①（７年美術科授業研究） 幹事会④

光家

串田

６月３０日（金） 小中共通アンケート実施②

光家

串田

８月１７日（火） 全体研修会②部会研修会②

光家

串田

光家

串田

玉理

三宅

調整中

ひまわりの世話

指導講話
広島大学附属東雲小中学校校長 松浦武人様
幹事会⑤（１学期の反省・全体研修会③に向けて）
９月１５日（水） 全体研修会③部会研修会③幹事会⑥
１５：００～
１０月

小学校での陸上教室
調整中

事前に小学校で課題をもたせる授業を行うなど

濱本

小学校側がポイントを絞って依頼する。
９月２９日（水） 小中共通アンケート実施③

光家

串田

１１月２６日（金） 総合防災訓練

雜花

西口

１１月３０日（火） 片山中学校区小中一貫教育研究会

光家

串田

光家

要田

講演
広島大学附属東雲小中学校校長 松浦武人様
１２月 １日（水） 小中合同地域清掃活動

１月１２日（水） 部会別研修会④

光家

串田

１月３１日（月） オープンスクール

髙橋

串田

２月 ４日（金） 絵本会（７年生→１年生）

中吉

７学年

３月 ２日（水） 全体研修会④ 部会別研修会⑤ 幹事会⑧

光家

串田

光家

串田

幹事会⑦（まとめに向けて）

１５：４０～

（研究のまとめ 来年度に向けて）

３月２６日（金） 幹事会⑨（来年度に向けて）
※

小中学校それぞれで行う授業研究会にお互いの教員が参加しての研修を予定している。

８ その他
・行進練習の交流＜５月＞

６年生が中学生の行進の見学

・植栽活動＜６月＞

公園にひまわりの苗植えを小中合同で実施

・陸上教室＜１０月＞

中学校教諭による小学生への実技指導

・合同防災訓練＜１１月，１２月＞ 小学校と中学校が合同で行う防災訓練
・清掃活動＜１２月＞

校内，地域の清掃活動を小中合同で実施

・オープンスクール＜１月＞

８年生による６年生への説明と部活体験

・絵本会＜２月＞

７年生による１年生への絵本の読み聞かせ

・挨拶運動
・小中一貫だより

計画委員会と生徒会を中心とした校門前での挨拶
家庭向け年２回，教職員向け随時発行

