
平成２４年度 研究推進計画 
（警固屋）中学校区 校番（８）（警固屋中）学校    

校 長 名         芦 谷 正 徳  

１ 研究主題，研究内容・方法等について 

① 研究主題 

小中一貫教育校における確かな学力を育成するための授業の創造 

～ 教えて考えさせる授業と家庭学習の習慣化を通して ～ 

② 主題設定の理由 

 施設一体型小中一貫教育校として警固屋学園（愛称）が開校して４年目を迎える。これまで，確かな学力の育

成に向けて，習熟度別や少人数による指導を工夫したり，授業改善や家庭学習の定着を図る取組を行ってきた。

また，３年間継続している「学力向上マップ」や「学習カルテ」の活用を探ってきた。その成果として，学園

の児童生徒の家庭学習時間や基礎・基本の学力は向上してきた。しかし，家庭学習の内容や学ぶ意欲などに課

題も残った。その原因として，確かな学力の基盤となる，家庭でのテレビ，ゲーム，携帯電話などの長時間使

用による生活習慣の乱れや具体的な家庭学習の指導や内容の充実ができていなかったりすることがある。 

そこで，本年度は，昨年度の研究主題を引き継ぎ，一層，よく分かり達成感のある授業づくりと家庭学習の

習慣化を目指して児童生徒の確かな学力の育成を図りたい。 

③ 研究仮説 

 ９年間を見通した小中一貫教育校の特性を生かして，教えて考えさせる授業と家庭学習の習慣化を目指す実践をすれ

ば，確かな学力を育成することができるであろう。 

④ 研究内容と検証の指標・達成目標 

＜研究内容＞ ＜検証の指標＞ ＜達成目標＞ 

①「教えて考えさせる授業」の実践 

(1)「教える場面」と「考えさせる場面」

を明確にした授業づくり 

 

 

 

(2)目的に応じて書く活動，学び合いの

活動，十分な習熟の時間の確保  

 

(3)ねらいに沿った言語活動を効果的に

活用した授業づくり 

(1)学校評価アンケート（生徒用）   

項目「授業が分かりやすい」 

「授業に満足している」 

 学校評価アンケート（教師用） 

項目「教えて考えさせる授業を意識し

ている」 

基礎基本状況調査の結果 

(2)学校評価アンケート （生徒用） 

項目「小グループによる学び合いはわ

かりやすい」 

学校評価アンケート （教師用） 

項目「授業形態を工夫している」 

(3)研究授業で言語活動の場面がある。 

(1)肯定的評価：85％以上 

 または，「とても」40％以上 

 

 

 

 

(2)肯定的評価 80％以上また

は，「とても」40％以上 

 

 

(3)１人１研究授業の場面（指導

案）で言語活動の活用場面が

ある。 

②家庭学習の習慣化の実践 

(1)「ノーゲームＤＡＹ」の導入 

 

(2)「自立ノート」の効果的な活用 

(3)家庭学習（予習・復習）の具体的な

指導 

(1)アンケート 

(2)学校評価アンケート（生徒用） 

項目「自立ノートで生活を振りかえる

ことができた」 

(3)学校評価アンケート（生徒用） 

項目「宿題で予習や復習が役に立って

いる」 

(1)ノーゲームＤＡＹの達成率

50％以上   

(2)肯定的評価 80％以上また

は，「とても」40％以上 

(3)肯定的評価 80％以上   

または，「とても」40％以上 

③自尊感情を回復させる工夫 

(1)生徒に自信を深めさせるための，学

習活動や評価の工夫 

(1)学校評価アンケート（生徒用） 

項目「自分の良さは周りの人に認めら

れている」 

各学年で学期に１回グループエンカウ

ンターを実践する。 

(1)肯定的評価 80％以上 

 または，「とても」40％以上 

各学年学期に１回授業を実

施 

④「学力向上マップ」と「学習カルテ」

の活用 

(1)「学力向上マップ」と「学習カルテ」

つまずきの把握から手だてへ（スキル

タイム・ドリルタイムの活用，個別懇

談での保護者啓発，個別補充など） 

 

(1)学校評価アンケート（教員用） 

項目「学力向上マップ等指導に生かす

ことができた」 

  「ドリルタイム等に活用した」 

 

 

(1)肯定的評価 80％以上 

 

 

 

 



２ 検証計画 

 

 

 

 

 

        

３ 研修計画 

４月１１日（水） 第１回学園研修会「運動会のねらいと小中係分担の連携」 

  【担当：体育的行事特別委員会】 

５月１０日（木） 第２回学園研修会「家庭学習の習慣化～ノーゲーム DAYと家庭学習の内容～」 

【担当：研究推進特別委員会】 

６月２０日（水） 第３回学園研修会「授業研究 （ 前期～中期 ）小学校担当」 

小２：小松先生            【担当：研究推進特別委員会】 

７月２５日（水） 第４回学園研修会「９年間の年間指導計画の見直し① ～各教科～」 

【担当：研究推進特別委員会】 

８月 ７日（火） 第５回学園研修会「サテライト研修 道徳～重点項目と模擬授業～」 

【担当：研究推進特別委員会】 

８月２９日（水） 第６回学園研修会「９年間の年間指導計画の見直し② ～総合的な学習の時間異学

年交流～」                 【担当：教育課程特別委員会】 

１０月 ４日（水） 第７回学園研修会「９年間を見通した生徒指導の実際～学園朝会の内容と月別目標

～」                    【担当：生徒指導特別委員会】 

１１月２０日（火） 第８回学園研修会「授業研究 （ 中期～後期 ）中学校担当  」 

音楽：濱本先生             【担当：研究推進特別委員会】 

１月１８日（金） 第９回学園研修会「学力向上マップと個人カルテの作成と活用例 」 

【担当：研究推進特別委員会】 

２月１９日（火） 第 10回学園研修会「自立ノートの活用と効果」 【担当：研究推進特別委員会】 

３月１２日（火） 第 11回学園研修会「本年度の成果と課題及び改善計画」 

【担当：研究推進特別委員会】 

 

＊ 学園研修会の他に，毎月１回程度，校内研修会（服務規律，生徒指導，法規，特別支援，学習評価，

研修報告，公金等，学籍管理など）を実施する。 

 

４ 研究公開の予定について 

  平成２４年 ９月１４日（金） 

タイプ 報告型 

公開範囲 教職員，地域（保護者，学校評議員，地域住民等） 

公開内容 公開授業 

 

５ 研究組織 

 

 

 

 

 

 

 

研究部会（国語 算数数学 英語 社会 理科 生活総合 音楽 図工美術 技術家庭 保体 特別支援） 

警固屋学園（警固屋小・中学校） 

学園企画会議 

家庭学習時間アンケート              ２ヶ月に１回実施 

授業改善アンケート（生徒用）           ７月・１２月・３月 

学校評価アンケート（教職員用）（生徒用）      ７月・２月 

家庭学習習慣化（ノーゲームＤＡＹの啓発と実施 ） ４月から，２ヶ月に１回 

  データの整理と研究のまとめ  次年度の研究計画の調整  ２～３月 

教育課程特別委員会・研究推進特別委員会・生徒指導特別委員会・体育的行事特別委員会・文化的行事特別委員会 

企画委員会（中） 企画委員会（小） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 研究構想図 

＜ 基礎・基本の総合力＞小中一貫教育校と

して異学年交流と地域の特色や

教育力を生かした総合的な学習

の時間 

めざす警固屋学園の姿 

         ＜経営理念＞           ＜めざす児童生徒像＞ 

 

 

 

 

＜特色ある学校＞ 

国及び県の施策 

○ 教育関係諸法規 

・ 教育基本法 

・ 学校教育法 

○ 学習指導要領 

○ 刊行物 

・ 広島県教育資料 

○ ホームページ 

・ 文部科学省 

・ 広島県教育委員会 

○ 広島県，呉市教育委

員会の重点施策 

前年度(H23)の学校評価 

＜成果＞ 

○教えて考えさせる授業 

・教える場面の工夫  

・考えさせる場面の工夫 

・言語活動の活用 

・習熟度，乗り入れ授業 

○ 家庭学習の習慣化 

・各学年別家庭学習時間

の設定と定着  

＜課題＞ 

・家庭学習の習慣化 

・家庭学習の内容の工夫 

・学習意欲 

平成２４年度警固屋学園研究構想

図 

学校教育目標 

未来を創造する豊かな心と確かな学力を身に付

けた子どもの育成 

＜研究主題＞小中一貫教育校における確かな学力を育成するための授業の創造 

      ～ 教えて考えさせる授業と家庭学習の習慣化を通して ～ 

＜研究内容＞ 

小中一貫教育を通して，知・徳・体のバランスの

とれた，義務教育を修了するにふさわしい学力と人

間関係の力及びふるさとを愛する心を育成する学校

を創造する。 

ふるさと警固屋を愛し，豊かな感性をもとに，創造的によ

りよい社会をつくっていくことができる子ども 

○ 小規模の施設一体型小中一貫教育校の特性を生かした，９年間を見通した個に応じたきめ細かい教育活動の実践 

○ 異学年交流と地域の特色を取り入れた，「生き方」と「ふるさと」を学ぶ小中一貫した総合的な学習の時間の実践 

＜仮説＞ ９年間を見通した小中一貫教育校の特性を生かして，教えて考えさせる授業と家庭学習の習慣化を

目指す実践をすれば，確かな学力を育成することができるであろう。 

③ 自尊感情を回復させる工夫 

(1) 生徒に自信を深めさせるための活動や学習評価の工夫  

＜検証の指標＞ 

(1) 生徒用アンケート７月・１２月・３月 

  「自分の良さが周りの人に認められている」 

＜達成目標＞(1) 肯定的評価 80％ 「とても」40％以上 

① 「教えて考えさせる授業」の実践 

(1)「教える場面」と「考えさせる場面」を明確にした授業

づくり 

(2) 目的に応じて書く活動や学び合い活動，十分な習熟の

時間の確保 

(3)ねらいに沿った言語活動を効果的に活用した授業 

＜検証の指標＞ 

(1) 生徒用アンケート７月・１２月・３月 

  「授業が分かりやすい」「授業が充実している」 

  教職員用アンケート「教えて考えさせる授業を意識」 

  基礎基本学力状況調査 

(2)生徒用アンケート７月・１２月・３月 

  「小グループの学び合いはよく分かる」 

  教職員用アンケート「授業形態を工夫している」 

＜達成目標＞ 

(1) 肯定的評価 85％ または，「とても」40％以上 

(2) 肯定的評価 80％ または，「とても」40％以上 

(3)授業研究の指導に言語活動の活用場面がある 

② 家庭学習の習慣化の実践 

(1) 「ノーゲームＤＡＹ」の導入 

(2) 「自立ノート」の効果的な活用 

(3) 家庭学習（予習・復習）の具体的な指導 

＜検証の指標＞ 

(1) アンケート 

(2) 生徒用アンケート７月・１２月・３月 

  「自立ノートで生活を振りかえることができた」 

 (3)生徒用アンケート７月・１２月・３月 

  「宿題の予習や復習が役に立っている」 

＜達成目標＞ 

(1) ノーゲームＤＡＹの達成率 50％以上 

(2) 肯定的評価 80％ または，「とても」40％以上 

(3) 肯定的評価 80％ または，「とても」40％以上 

④ 「学力向上マップ」と「学習カルテ」の活用 

(1) 「学力向上マップ」と「学習カルテ」を活用したつまずきの

把握から手だてへ（スキルタイム・ドリルタイムの活用，個別懇

談での保護者啓発，個別補充など） 

＜検証の指標＞ 

(1) 教員用アンケート「学力向上マップを指導に生かしたか」 

          「ドリルタイム等に活用した」 

＜達成目標＞ 

(1) 肯定的評価 80％ または，「とても」40％以上 

＜基盤＞ 学習規律 

（返事，挨拶，聞く姿勢） 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


