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学校教育目標 

「志高く頼もしい南中学校の生徒」 
・ゆたかな人間性 ・たくましい心身  
・考え、学び合う力 

 
 
 

学校課題研究主題 

「生徒の多様性に応じた最適な指導」 

～ユニバーサルデザインの有効活用～ 

学力・学習状況調査の結果 
   

R4全国学力・学習状況調査 R4埼玉県学力・学習状況調査 R3 上尾市立小・中学校学力調査 
国語：県平均と同程度の正答率であった。「言

語文化」に関する事項を除くほとんどの「知識

・技能」の数値が県平均を上回っている。 

数学：県平均を大きく下回る結果となった。特

に、「図形」や「関数」の領域に課題がある。 

理科：県平均と同程度の正答率であった。事物

を科学的に思考、判断することや、自分の考え

を記述し、表現することに課題がある。 

２年国語、英語の学力レベルが県平均を上回って

いる。３年は、どの教科も、学力レベルで県平均を

下回った結果となった。 

学力を伸ばした生徒の割合は、どの学年、教科も

県平均とほぼ同程度であるが、２年国語、３年数学

については学力レベルを大きく伸ばした。 

非認知能力の「自己効力感」が、どの学年にお

いても県平均を下回っている。 

国語：「書くこと」「言葉・情報・言語文化」

「観点別」正答率は全国平均を上回っている。

「読むこと」に課題がある。 

数学：正答率全国比は上回っているが、１年「関

数」２年「数と式」に課題がある。 

英語：１年は全国平均を大きく上回っている項

目が複数ある。２年は「聞くこと」を得意とし

ている。両学年とも「書くこと」に課題がある。 

 

 
上尾市立南中学校 学力向上プラン「グランドデザイン」 

本校で身に付けさせる学力 
  

知 識 及 び 技 能 の 習 得 思考力・判断力・表現力等の育成 学びに向かう力・人間性等の涵養 

語句・文法、計算といった５教科の知識

技能のみならず、全教科における基礎的・

基本的な知識・技能を身に付けさせ、活用

可能な形での定着を目指す。 

諸資料からの情報や、状況から課題を発見

し、仲間の考えをよく聞き、対話して自分の

考えを深め、課題解決を図っていくことがで

きる力の育成を目指す。 

目標や見通しをもち、計画を立て、社会参

画意識をもって主体的に学習に取り組むこ

とのできる自己指導力の育成を目指す。 

 

学力向上のための授業改善 
   

知 識 及 び 技 能 の 習 得 思考力・判断力・表現力等の育成 学びに向かう力・人間性等の涵養 

・全ての教科において、授業で開始５分間

程度の復習を実施、反復練習や問題演習で

基礎的な知識・技能の定着を図る。 

・ICT端末を活用して興味・関心を高める。 

・授業や教室環境のユニバーサルデザイ

ン化を進め、生徒が授業に集中できる授

業や環境づくりに努める。 

・課題解決型の学習課題を設定し、ホワイトボ

ードミーティング、教え合い活動、対話的・協

働的な学習スタイルの充実を図る。 

・自分の考えを文章にする機会を設ける。自分

の言葉で説明・発表といった言語活動の充実を

図り、言語表現に対する自信を付けさせなが

ら、深い学びの機会の充実を目指す。 

・「場の構造化」を意識した授業で、単元や

本時の見通しをもたせ、授業の最後には生徒

主体の振り返りをさせる。 

・学校の授業以外の場における学習の習慣や

進め方についても指導を行い、学習の自己調

整ができる力の育成を図る。また、成功体験

を通して、自己効力感の高揚を図る。 

 

本校の特色ある取組 家庭教育との連携 

・人権・道徳教育を通した、他者の気持ちが分かり、自他を大切にする生徒の育成。 

・「自問清掃」による、清掃を通した心づくり指導。 

・高校や高等技術専門校、大学と連携した体験入学や出前授業、講演会。 

・多様な取組から将来を見つめる進路キャリア教育。 

・各家庭への「シラバス」の内容の周知。 

・Chromebookを用いたオンライン学習の実施。 

・家庭と連携した情報モラル教育。 

・学校ＨＰの計画的かつ積極的な更新。 

 



（１）上尾市立小・中学校学力調査（令和４年１月実施）
第１学年（令和４年度第２学年）【国語】

項目

考察

課題

（課題）
　文章の構成（起承転結、序論・本論・結論
等）を意識し、接続語や指示語、重要語句
に注目しながら内容を把握することに課題
がある。

第１学年（令和４年度第２学年）【数学】
項目

考察

課題

（課題）
　基本的な計算内容や学習内容の習熟度
に課題が見られる。関数の分野が、全国平
均を下回っており、関数関係を理解し、活用
する力に課題がある。

第１学年（令和４年度第２学年）【英語】
項目

考察

課題

（課題）
　英語の質問に合う答えを正しく書いたり、
正しい順序に単語を並べることに課題があ
る。

項目
・全ての観点において全国平均を大幅に上回る結果であった。
・領域別では「読むこと」と「話すこと」が特に高い。
・「書くこと」が全国平均を下回っている。

（要因分析）
　５W１Hの理解が不十分なため、英問英答を苦手と
する生徒が多い。また、英語の文章構成に苦手意
識を持っている生徒が多い。５Ｗ１Ｈのやり取りを充
実させるとともに、小テストをするなどして基礎を定
着させていく。

１　学力調査結果の概要

・観点別のすべての項目で全国平均を上回った。特に主体的に学習に取り組む態度が７ポイント
上回った。
・領域別では読むこと以外、全国平均を上回った。特に「書くこと」「言葉、情報、言語文化」の数
値が高い。
・文章を読み取ることへの苦手意識がある。

（要因分析）
　数や文字式の計算のルールの定着が確立できて
おらず、曖昧な理解のまま進んでいる生徒が見受
けられる。理解の曖昧な生徒への支援を行い、理
解を促す。また、複雑な数の関係性を自分なりに解
釈し、理解する力を育成していく必要がある。

（要因分析）
　長い文章や、抽象的概念、科学的視点で書かれ
た文章に苦手意識を持つ生徒が多い。書く活動に
抵抗がない生徒が多いので、文章を要約させ、内
容を把握させたり、科学的データをもとに作文を書
かせたりして、弱点を克服していく。

項目

項目
・観点別は、主体的に学習に取り組む態度で、全国比を上回っている。全国比を下回っている観
点もあるが、差は０．５ポイント未満である。
・領域別観点の「数と式」の分野において、全国正答率を上回っている。
・領域別観点の「関数」の分野が、全国平均と比べて、０．５ポイント下回っている。
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（１）上尾市立小・中学校学力調査（令和４年１月実施）
第２学年（令和４年度第３学年）【国語】

項目

考察

課題

（課題）
　文章の展開に注意し、筆者の考えを読み
取ることに課題がある。また、文章を読んで
構成や表現の効果を考えることも課題であ
る。

第２学年（令和４年度第３学年）【数学】
項目

考察

課題

（課題）
　思考するために必要な知識・技能が不十
分であり、特に「数と式」の分野に課題があ
る。

第２学年（令和４年度第３学年）【英語】
項目

考察

課題

（課題）
　長い文章を読み取る力に課題がある。ま
た、思考し、状況を適切に判断し、読み取っ
たり書いたりすることに課題がある。

（要因分析）
　演習の量が少ないことが要因だと考えられる。文
字式の四則計算のやり方、「計算する」ことと「方程
式を解く」ことの違いについて理解させた上で、演習
を重ねることが必要であるため、授業の時間内での
演習時間を確保していきたい。

項目
・「主体的に学習に取り組む態度」、「知識・技能」で全国平均を上回る結果であった。
・領域別では「聞くこと」の数値が特に高い。
・「思考・判断・表現」、「読むこと」、「書くこと」「話すこと」が全国平均を下回っている。

（要因分析）
　教科書以外の英文に触れる機会が少ないことが
要因に挙げられる。長い文章を読ませ、思考させる
指導が不十分である。文章の概要、要点、必要な
情報等を読み取るための指導を増やす必要があ
る。

１　学力調査結果の概要

項目
・観点別のすべての項目で全国平均を上回った。特に主体的に学習に取り組む態度が７ポイント
上回った。
・領域別でもすべての項目で全国平均を上回った。特に「書くこと」「言葉、情報、言語文化」の数
値が高い。
・学力の中間層をどう伸ばしていくのかが課題である。

（要因分析）
　教科書の文章を取り扱う際に、この文章がどんな
文章の構成なのかの把握が出来ていなかった。し
たがって文章の展開や構成に着目して文章を読み
取らせる指導を重点的に行う必要がある。繰り返し
指導を行い、様々な文章を読むことで文章の展開
や構成を理解させていく。

項目
・観点別は、主体的に学習に取り組む態度において、全国比を上回っている。「知識・技能」、「思
考・判断・表現」で全国平均を下回っている。
・領域別の「図形」の分野において、全国正答率を上回っている。
・領域別の「数と式」、「関数」の分野が、全国平均を下回っている。特に「数と式」を苦手としてい
る。
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国語
 考察（問題と結果の分析）

課題の要因分析

 各学年における重点指導事項

３年

２年

１年

数学
 考察（問題と結果の分析）

課題の要因分析

 各学年における重点指導事項

３年

２年

１年

　（２）全国学力・学習状況調査（令和４年４月実施）

・課題に対して自分の考えをもたせ、その考えを自分の言葉で数学的表現を用いて書かせる。

・課題に対して自分の考えをもたせ、ノートに数学的表現を用いて、自分の言葉で書かせる。

・一つの課題に対して、どのように考えたか、どのような式の意味をもっているのかを考えさせ、
それを自分の言葉で書かせる。

・平均正答数や平均正答率を見ると、全国平均及び県平均を大きく下回る結果となった。
・問題別で見ると「図形」や「関数」の領域が全国平均を下回る結果となった。
・短答式や記述式の問題の正答率も低いことから、言葉で答える問題形式に難があることが分かった。

・ほとんどの「知識・技能」の項目は、県や全国の平均を超えている。言語文化に関する事項のみ平均を超
えていない。
・「思考力・判断力・表現力等」のうち、「読むこと」の項目のみ、平均を超えていない。

・文章を批判的に読みながら、文章に表れているものの見方や考え方について考えさせる。
・具体と抽象に注意しながら文章を読み取る。

・表現技法に着目しながら、場面と場面、場面と描写などを結びつけたり、登場人物の設定の
仕方などを指導したりして、内容を解釈させる。

・目的に応じて必要な情報に着目して要約したり、場面と場面、場面と描写などを結びつけたり
して、内容を解釈させ、表現技法の種類を確認する。

・書写の授業で覚えなければならない点の反復学習ができてない。
・「読むこと」に関して、場面や描写を結びつけて場面の展開や登場人物の心情の変化などについて、内
容を理解することができていない。

・授業の中で生徒自身が数学表現を積極的に使う場面が少ないと考えられる。また、説明することに苦手
意識があり、数学的表現をしないというよりも、数学的表現をする場面が少ないため苦手意識があると考
えられる。
・筋道を立てて考え、事柄が成り立つ理由を説明することに慣れていない。
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理科
 考察（問題と結果の分析）

　課題の要因分析

 各学年における重点指導事項

３年

２年

１年

・重要用語とそれに伴う知識について、反復練習しておらず、覚えきれていない。

・観察、実験の結果から、特徴や規則性、関係性を見出し、重要用語を用いて表現させる。

・観察、実験の結果から、規則性や関係性を見出し、重要用語を用いて表現させる。

・観察、実験の結果から、相違点や共通点、分類するための観点や基準などを見出し、重要用
語を用いて表現させる。

・領域別問題では、全国平均にほとんど近い値になった。
・評価の観点の「知識・技能」は全国平均より低く、「思考・判断・表現」では全国平均とほとんど近い値に
なった。
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国語
学年 項目

考察（現状分析・実態）
・学力レベルは、県平均および市平均をすべての項目で上回っている。中でも「読むこと」の項目に関しては、県の平均値
よりも４ポイント以上上回っている。また、問題形式については「記述式」の正答率が県の平均値よりも約８ポイント上回っ
ており、記述式問題に対する意欲を感じとることができる。「言語文化」は他の項目と比べると低いことがわかる。

これまでの成果と今後の取組（調査結果を踏まえて）
・帯単元として漢字の繰り返し学習を行い、小テストを定期的に行ったことで、漢字の読み書きを正しく身に付けさせる。
・生徒に考えさせ、その考えを交流する機会を引き続き多く設けていく。

考察（現状分析・実態）
・入学時は県平均より１つ下のレベルであったが、Ｒ４は県平均の１つ上のレベルに達した。しかし「話すこと」・「聞くこ
と」・「書くこと」の項目が平均を下回っている。記述式の正答率が高いことから、「聞くこと」の力が弱いと考えられる。
・短答式の正答率が高い。記述式も平均より上回っている。諦めず「答えよう」という姿が見られる。ただ、文法事項など
無回答があり、取り組めない問題もあった。

これまでの成果と今後の取組（調査結果を踏まえて）
・コロナ禍で話合い活動が制限されていたため、「話す」・「聞く」の活動が不十分であったことが大きく影響していると思わ
れる。今後は場面を捉え、「話す」・「聞く」の活動を導入していく。
・毎時間辞書を手元に置き、必要に応じて引いているため、難しい語句に対する忌避感は減っている。今後も辞書を活用
し、語彙を増やしていく。

考察（生徒の伸びの傾向・実態）
・全ての項目で、市と県を下回っている。その中でも、「読むこと」や「思考力・判断力・表現力」の分野が著しく低い。
・設問での無回答率が多い。

これまでの成果と今後の取組（調査結果を踏まえて）
・今後は、「読むこと」を中心に、読み方の指導、根拠を持って読む指導を重点的に行っていく。
・読み取ったことを表現する指導も行う。
・「歴史的仮名遣い」など、基本的なことも県の平均を下回っているので、基礎的な事項の指導の復習も行っていく。

数学
学年 項目

考察（現状分析・実態）
・学力レベルは県と同等である。平均正答率は県より２ポイント下回っている。
・分野別に見ると「変化と関係」「データの活用」について県の平均正答率を大きく下回っている。

これまでの成果と今後の取組（調査結果を踏まえて）
・学び合い活動を積極的に取り入れ、下位層の学力をベースアップする。
・単元ごとの活用問題の演習量を増やし、単元に対しての理解を深める。

考察（現状分析・実態）
・学力レベルは県と同等である。平均正答率は県より２ポイント下回っている。
・分野別に見ると「データの活用」について県の平均正答率と同程度であったが、「数と式」、「関数」では県の平均正答率
を大きく下回っている。

これまでの成果と今後の取組（調査結果を踏まえて）
・計算問題等を繰返し行い、学力の底上げを図る。
・学び合いの時間を確保し、内容について説明する時間を設ける。

考察（生徒の伸びの傾向・実態）
・学力の伸びは、県の平均の伸びと同等であるが、学力の平均正答率は県を２.７ポイント下回っている。
・分野別に見ると「数と式」「データの活用」について県の平均正答率を大きく下回っている。

これまでの成果と今後の取組（調査結果を踏まえて）
・毎日の小テストを実施することで確実な計算力を身に付けさせる。
・普段の授業で既習事項が出てきた際に丁寧に扱い、繰り返して学習を行うことで、知識の定着を図る。

（３）埼玉県学力・学習状況調査（令和４年５月実施）

３
年

１
年

２
年

３
年

１
年

２
年

6



英語
学年 項目

考察（現状分析・実態）
・学力レベルは、県の平均より４．３ポイント高く、市の平均より、２．４ポイント高くなっている。
・領域別で見ると、読むことと書くことはそれぞれ県の平均より５ポイント以上高いが、聞くことは県の平均より０．４ポイン
ト上回るにとどまっている。
・全体的に無回答率が低かった。

これまでの成果と今後の取組（調査結果を踏まえて）
・グループ活動を積極的に取り入れたことが上位層の学力の伸びにつながったと考えられる。
・正答率が県よりも下回った問題を見ると、１年生の１学期に行った会話の応答での誤答が多かった。
・学習の積み重ねができるように反復学習を指導するとともにリスニング問題に触れる回数を増やす。

考察（生徒の伸びの傾向・実態）
・学力レベルは、県の平均より２ポイント低く、市の平均より４．２ポイントも低い結果となった。
・ほとんどの項目が県、市の平均を下回った。
・記述問題では多少県平均を超えたが、無解答率が高く、学力の２極化がはっきりしていると考える。

これまでの成果と今後の取組（調査結果を踏まえて）
・授業の中で正確な記述や、問題を解かせる時間が足りていない結果、十分な学力が身に付いていないように感じる。授
業への意欲はあるが学習が身に付くような課題の提示と、一人でじっくり考えさせながら問題を解く時間の確保が必要で
ある。
・授業には意欲的に取り組んでいる生徒が多いが、十分な理解につながっていない。ワークやワークシートをテスト前だ
けでなく授業でも活用していく。

２
年

３
年

7
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２ 学力向上を図る取組 

（１）各教科の授業における取組 

 
 

 

 

重点的に伸ばす学力 
 

①各教科で言語活動が活発になるような語彙の習得、表現の工夫ができる力 

②自分の考えをまとめたり、人に伝えたりできるようにする力 

 

各学年の授業改善 
 

学
年 

具体的な取組  取組の効果 

１
年 

・文章の要点を読み取り、条件に応じて適切にまとめる力を付け

させる。 

・基礎・基本を繰り返し行い、言語文化に関する知識・理解を高

める。 

・教え合い活動を行い、他者に教えることで自らの知識を定着さ

せる。 

 

 

２
年 

・語彙に関する知識を身に付けるため、辞書の活用場面を多くさ

せる。 

・自分の考えを文章にする機会を設け、丁寧な推敲を行い、力を

身に付けさせる。 

・教え合い活動を行い、他者に教えることで自らの知識を定着さ

せる。 

 

 

３
年 

・漢字の読み書きの反復練習や、古典の歴史的仮名遣いなどの基

本的な事項の定着を図る。 

・文章の読み取り方を指導し、その根拠を文章の語句から読み取

ることを意識して指導を行う。 

・読み取ったことを自分言葉で表現するような活動を取り入れる。 

 

 

 

Ａ･･･取組の効果が十分に見られた 

Ｂ･･･今後も課題として取り組む 

Ｃ･･･取組を見直す 

①  
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重点的に伸ばす学力 
 

①ＩＣＴの効果的な活用と、繰り返し演習を通した基礎的・基本的な知識力 

②社会的事象についての疑問や質問力を育て協働しながら､自ら調べ発表する力 

③社会的事象に関する討論・小論文を通して自らの考えを深め、社会参画の意識力 

 

各学年の授業改善 
 

学
年 

具体的な取組  取組の効果 

１
年 

・導入時に毎時間ペアワークによる小テストを行う。 

・実物教材やＩＣＴを活用した授業の導入や展開をする。 

・単元を貫く課題を設定し見通しをもたせ、振り返りカード等を

活用させ、学習過程を振り返らせるようにする。 

・資料の読み取り・活用を通して資料活用の技能を高める。 

 

 

２
年 

・導入時に毎時間ペアワークによる小テストを行う。 

・実物教材やＩＣＴを活用した授業の導入や展開をする。 

・単元を貫く課題を設定し見通しをもたせ、振り返りカード等を

活用させ、学習過程を振り返らせるようにする。 

・単元の内容に応じて資料の読み取り、調べ学習・発表、グルー

プ学習を適切に行う。 

 

 

３
年 

・導入時に毎時間ペアワークによる小テストを行う。 

・実物教材やＩＣＴを活用した授業の導入や展開をする。 

・単元を貫く課題を設定し見通しをもたせ、振り返りカード等を

活用させ、学習過程を振り返らせるようにする。 

・単元ごとの小論文や討論、調べ・発表学習等、言語活動の充実

を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

②  
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重点的に伸ばす学力 
 

①基礎的・基本的な計算力 

②数学的な見方・考え方を働かせながら、より広い領域や複雑な事象の問題を解決す

る力 

③１つの課題に対して数学的表現を用いて理由を説明する力 

 

各学年の授業改善 
 

学
年 

具体的な取組  取組の効果 

１
年 

・前時の既習事項の復習を行う。 

・１つの課題に対して、どのように考えたか、どのような式の意

味をもっているのかを考えさせ、それを自分の言葉で書かせる。 

・数学的用語を用いて、説明をさせる。 

・問題演習の時間を授業の中で多く設定する。 

 

 

２
年 

・前時の既習事項の復習を行う。 

・課題を出し、家庭学習に取り組ませる。 

・一つの課題に対して多様な見方・考え方を取り上げる。 

・課題に対して自分の考えをもたせ、ノートに自分の言葉で書か

せる。 

 

 

３
年 

・毎時間既習事項の復習（問題実施またはペアワーク）を行う。 

・１～３年までの内容で小テストを行う。 

・一つの課題に対して多様な見方・考え方を取り上げる。 

・課題に対して自分なりの考えをもたせ、その考えを自分の言葉

で数学的表現を用いて書かせる。 

・計算の途中式を確認し、どこに間違いがあったかを各自確認さ

せる。 

 

 

 

 

 

 

 

③  
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重点的に伸ばす学力 
 

①基礎的・基本的な実験操作や知識・技能力 

②科学的に探究する力 

③生徒が自然の事物・現象に進んで関わろうとする力 

 

各学年の授業改善 

 
学
年 

具体的な取組  取組の効果 

１
年 

・９班での実験を実施する。 

・レポート作成の基礎を身に付けさせる。 

・パフォーマンステスト（ガスバーナー、顕微鏡）を実施する。 

・実物教材やＩＣＴを活用した授業を展開する。 

 

 

２
年 

・９班での実験を実施する。 

・レポート作成を通して筋道を立てて科学的に表現させる。 

・パフォーマンステスト（電気回路）を実施する。 

・実物教材や、ＩＣＴを活用した授業の導入や、展開をする。 

 

 

３
年 

・実物教材やＩＣＴを活用した授業を展開する。 

・９班での実験を実施する。 

・レポートの作成を通して道筋を立てて科学的に表現させる。 

・身に付けた知識を活用した話合い活動を単元ごとに実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 理科  学力向上プラン 
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重点的に伸ばす学力 
 

①日常的な話題や社会的な話題について、簡単な語句や文で書かれた文章の概要や要

点を捉える力 

②自分の思いや考えをまとまりのある英語で話したり書いたりして表現する力 

③言語活動の際に、効果的にＩＣＴを用いながらコミュニケーションを図る力 

 

各学年の授業改善 

 
学
年 

具体的な取組  取組の効果 

１
年 

・小学校の外国語活動との連携を図り、既習事項も取り入れながら授業を行う。 

・単元ごとに５技能をバランスよく学習できるよう、見通しをもった授業をする。 

・音読練習や会話練習では小グループやペアでの教え合い学習を重視する。 

・学期に１回以上はパフォーマンステストを行い、発音や表現が適切であるか評価する。 

・読み取りテストを実施し、文の概要や要点を正しく捉える力を身に付けさせる。 

・単元ごとに「CAN-DO リスト」で振り返りを行い、生徒自身が身に付けた力を実感できるような 

取組を行う。 

 

 

２
年 

・単元ごとに CAN-DO リストを用いた振り返りを行い、生徒自身が身に付けた力を実感できるよう

な取組を行う。 

・帯活動に会話活動を取り入れ、会話を続けるための表現を身に付けさせ、自信をもって発話でき

る態度を育成する。 

・毎時間、小テストを実施して語彙や基本文の定着を図るとともに、単元毎に既習文法を用いた英

作文練習を行う。 

・自分の考えを英語でまとめる活動を行い、書く力を高める。 

・ペアやグループでの話合い、教え合いを重視し、生徒が主体的に取り組めるような授業を行う。 

 

 

３
年 

・生徒同士の Small Talk を帯活動の１つとして定期的に行い、即興でやり取りする力を育成する。 

・小テストを実施して語彙や基本文の定着を図ると共に、既習文法を用いた英作文練習を行う。 

・英作文や音読で、ペアやグループでの話合い、教え合いを通して主体的に解決するなど、「主体

的、対話的で深い学び」の視点を取り入れた授業の工夫を行う。 

・単元ごとに「CAN-DO リスト」で振り返りを行い、生徒自身が身に付けた力を実感できるような

取組を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 外国語  
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○音楽科 

１
年 

《身に付けさせる学力》 

・歌唱表現を創意工夫する力 

《具体的な取組》 

・曲想と音楽の構造や歌詞の内容との関わりを知覚的に捉える。音楽の構造につ

いては使う言葉と意味を掲示し、視覚的に理解を助ける工夫を行う。 

２
年 

《身に付けさせる学力》 

・歌唱表現に関わる知識や技能を習得したり生かしたりしながら、曲にふさわし

い歌唱表現を創意工夫する力 

《具体的な取組》 

・曲想と音楽の構造や歌詞の内容と関わらせて曲固有の良さや特徴を捉える。特

徴を捉えやすい曲調の曲を用いて例示し、曲想と音楽の構造の対比をわかりや

すくする。 

３
年 

《身に付けさせる学力》 

・歌唱表現に関わる知識や技能を習得したり生かしたりしながら、曲にふさわし

い歌唱表現を創意工夫する力 

《具体的な取組》 

・曲想と音楽の構造や歌詞の内容と関わらせて曲固有の良さや特徴を捉え、自ら 

の価値判断を伴って歌唱表現を工夫させる。歌唱表現に直結する、曲に対する

思いや意図を持たせるために、楽譜に直接書き込んだりワークシートを活用し

たりして授業を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 他 教 科 の  
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○美術科 

１
年 

《身に付けさせる学力》 

・主題を基に想像力を働かせて、表現方法を工夫しながら、見通しをもって表現する能力 

・自分の価値意識をもって批評し合うなど、鑑賞を深めていくことができる能力 

・学習規律の徹底 

《具体的な取組》 

・制作予定や振り返りを記入することができる学習プリントを使用し、表現の工夫をしなが

ら計画的に制作する。 

・作品の制作途中で、教え合いや発表の場を設け、習得した技能を活用したり、練り上げた

りする能力を育成する。 

・準備や後片付けを意欲的に行ったり、元気にあいさつをする力を身に付けたりする。 

２
年 

《身に付けさせる学力》 

・主題を基に想像力を働かせて、表現方法や技法を工夫しながら、主体的に見通しをもって

表現する能力 

・自分の価値意識をもって批評し合うなど、鑑賞を深めていくことができる能力 

・学習規律の徹底 

《具体的な取組》 

・制作予定や振り返りを記入することができる学習プリントを使用し、意欲をもって表現の

工夫をしながら、計画的に制作する。 

・作品の制作途中で、教え合いや発表の場を設け、習得した技能を活用したり、練り上げた

りする能力を育成する。 

・準備や後片付けを意欲的に行ったり、元気にあいさつをする力を身に付けたりする。 

３
年 

《身に付けさせる学力》 

・主題を基に想像力を働かせて、表現方法や習得した技法を工夫しながら、主体的に見通し

をもって表現する能力 

・自分の価値意識をもって批評し合うなど、意欲的に鑑賞を深めていくことができる能力 

・学習規律の徹底 

《具体的な取組》 

・制作予定や振り返りを記入することができる学習プリントを使用し、個性を生かして表現

の工夫をしながら計画的に制作する。 

・作品の制作途中で、教え合いや発表の場を設け、習得した技能を活用したり、練り上げた

りする能力を育成し、作品を高める。 

・準備や後片付けを意欲的に行ったり、元気にあいさつをする力を身に付けたりする。 
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○保健体育科 

１
年 

《身に付けさせる学力》 

・適切な行動がとれるための判断や態度 

・主体的に運動に取り組む意欲 

・望ましい発達や心の健康を追求する態度 

《具体的な取組》 

・チャイム前の集合整列、元気のよい挨拶やかけ声、機敏な行動、集団を意識した

行動を定着させ、規律ある学習態度を身に付けさせる。 

・多くの運動時間を確保し、体力の向上を図る。 

・積極的な運動意欲を育てるためにペア学習やグループ学習の行い方を指導する。

また、掲示物や学習資料を工夫し、習得するべき技能を分かりやすくする。 

・心身の発達と、精神の特徴を理解させる。 

２
年 

《身に付けさせる学力》 

・健康、安全に留意するための判断や態度 

・積極的な運動意欲につながる主体性や協調性 

・環境の維持と改善を図る力 

《具体的な取組》 

・チャイム前の集合整列、元気のよい挨拶やかけ声、機敏な行動、集団を意識した

行動を徹底させるとともに、体育委員を中心に規律ある学習態度を自ら作ってい

く。 

・多くの運動時間を確保し、体力の向上を図る。 

・基礎的な運動技能の習得のためにペア学習やグループ学習を主体的に行わせ、自

己の役割を果たさせたり、仲間の学習を援助したりしようとさせる。 

・健康と環境は密接な関係があることを理解させる。 

３
年 

《身に付けさせる学力》 

・自己や仲間の運動課題を発見し、合理的な思考判断力と、それを他者に伝える力 

・生涯にわたって運動を豊かに実践するための基礎となる知識や技能 

・健康の保持増進のための実践力 

《具体的な取組》 

・チャイム前の集合整列、元気のよい挨拶やかけ声、機敏な行動、集団を意識した

行動を徹底させるとともに、体育委員を中心に規律ある学習態度を自ら徹底する。 

・多くの運動時間を確保し、体力の向上を図る。 

・各単元においてペア学習やグループ学習を設定し、ねらいに迫る学習資料を提示

して解決方法を考えさせる。 

・感染症の予防方法や健康のための社会の取組と、心身の健康に対する環境の影響

について理解させる。 
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○技術・家庭科（技術分野） 

１
年 

《身に付けさせる学力》 

・技術に関する知識と技能を学び、生活の中にある技術に気付き、進んで活用す

る能力 

《具体的な取組》 

・導入時に前時の授業を想起させ、本時とのつながりを意識させる。 

・技術の知識が生活と結び付くように身近な材料や例を提示する。 

・よりよい製品にするための工夫やアイディアを考えさせる。 

・木材加工の道具をはじめ、安全に配慮した作業環境と服装、使用方法を徹底す

る。 

２
年 

《身に付けさせる学力》 

・技術に関する知識と技能を学び、生活の中にある技術に気付き、進んで活用す

る能力 

《具体的な取組》 

・導入時に前時の授業を想起させ、本時とのつながりを意識させる。 

・技術の知識が生活と結び付くように身近な材料や例を提示する。 

・よりよい製品にするための工夫やアイディアを考えさせる。 

・はんだごてや電子機器をはじめ安全に配慮した作業環境と服装、方法を徹底す

る。 

３
年 

《身に付けさせる学力》 

・技術に関する知識と技能を学び、生産者と消費者の両方の立場で技術を考えさ

せ、自分に最適な生産物や製品を根拠を基に選択できる力 

《具体的な取組》 

・導入時に前時の授業を想起させ、本時とのつながりを意識させる。 

・技術の知識が生活と結び付くように身近な材料や例を提示する。 
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○技術・家庭科（家庭分野） 

１
年 

《身に付けさせる学力》 

・家庭生活をよりよくするために知識と技能を学び、進んで活用する能力 

《具体的な取組》 

・導入時に前時の復習や本時の目標を確認して基礎・基本の徹底・習得をさせる。 

・製作進度表を利用して、生徒の進度に差が出ないように配慮する。 

・家庭の機能について考え、自立する力を身に付ける。 

・日常着の活用や手入れができるよう縫い方や手入れの基本を身に付ける。 

２
年 

《身に付けさせる学力》 

・家庭生活をよりよくするために知識と技能を学び、進んで活用する能力 

《具体的な取組》 

・導入時に前時の復習や本時の目標を確認して基礎・基本の徹底・習得をさせる。 

・スライド資料や、映像資料を使い、実習の技能を徹底させる。 

・調理の基本を身に付け、１日の献立を立てることができる。 

・快適で安全な住まいについて考え、自分を取り巻く環境を整えることができる。 

３
年 

《身に付けさせる学力》 

・家庭生活をよりよくするために知識と技能を学び、進んで活用する能力 

《具体的な取組》 

・導入時に前時の復習や本時の目標を確認して基礎・基本の徹底・習得をさせる。 

・生徒の進度に差が出ないよう、製作進度表を利用する。 

・幼児の成長について考え、成長に役立つ絵本を製作する。 

・商品を購入する際、必要性や環境など様々な観点から考え購入する。 
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○特別の教科 道徳 

１
年 

《身に付けさせる力》 

・道徳的諸価値について考えを深め、理解する力 

・自己を見つめ、物事を広い視野から多面的・多角的に考える力 

《具体的な取組》 

・毎時間授業の最初にねらいを提示し課題意識をもたせて授業に臨ませる。 

・毎時間最後今までの自分を振り返りながらワークシートに感想を書き、道徳的価

値の自覚を深める 

・日常生活や教育活動の中での様々な体験を通して、様々な道徳的価値に触れ、自

分との関わりで感じたり考えたりさせる。 

・役割演技や小グループ、ペアでの話合いを取り入れ、自分にない考えを吸収する

時間を大切にする。 

２
年 

《身に付けさせる力》 

・道徳的諸価値について考えを深め、理解する力 

・自己を見つめ、物事を広い視野から多面的・多角的に考え、判断する力 

・人間としての生き方について考える力 

《具体的な取組》 

・毎時間授業の最初にねらいを提示し課題意識をもたせて授業に臨ませる。 

・毎時間最後今までの自分を振り返りながらワークシートに感想を書き、道徳的価

値の自覚を深める。 

・日常生活や教育活動の中での様々な体験を通して、様々な学校・地域行事との関

わりから道徳的価値に触れ、自分との関わりで感じたり考えたりさせる。 

・役割演技や小グループ、ペアでの話合いを取り入れ、自己との対話を大切にし、

考え、議論する道徳を実施する。 

３
年 

《身に付けさせる力》 

・道徳的諸価値について考えを深め、理解する力 

・自己を見つめ、物事を広い視野から多面的・多角的に考え、判断する力 

・人間としてよりよく生きることについて考える力 

《具体的な取組》 

・毎時間授業の最初にねらいを提示し課題意識をもたせて授業に臨ませる。 

・毎時間最後今までの自分を振り返りながらワークシートに感想を書き、道徳的価

値の自覚を深める。 

・日常生活や教育活動の中での体験を通して、様々な年代の人との関わりから道徳

的価値に触れ、自分との関わりで感じたり考えたりさせる。 

・各教科等と道徳科の指導との関連をもたせた横断的な学習を通して理解や考えを

深める。 
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（２）教育活動全体を通じた取組 

本校の特色ある取組 

・「じりつ=自立・自律」

できる生徒の育成 

 

・５分前行動２分前着

席 

 

・無言移動、無言待機、 

自問清掃 

 

 

 

・授業への取組 

 

 

 

・ＩＣＴの活用 

 

 

 

・キャリア教育の充実 

 

 

 

 

・道徳教育の充実 

 

 

 

 

・小学校との連携 

 

 

・人権教育の充実 

 

 

 

・安全教育の充実 

・キャッチフレーズ「じりつ=自立・自律」を掲げ、主体的に考え、

行動できるように取り組む。 

 

・授業や集会の開始５分前には移動をし、２分前には着席・整列完了

して待機するように普段から徹底する。 

 

・全校朝会や各種集会、避難訓練等において、移動時及び整列時には

無言集合、無言移動、無言待機を普段から徹底している。清掃の時

間を「自分の心を磨く時間」と捉え清掃し、自問シートを活用し、

振り返りをさせる。 

 

・授業で、学習課題を黒板やプリントに記入し、本時のねらいやめあ

てを可視化する。 

・定期テスト前の補充学習や質問教室を実施する。 

 

・積極的に全教科でＩＣＴを活用し、生徒に効果的な学習を展開して

いる。Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋを用いたオンライン学習を実施する。 

 

・近隣の高校や高等技術専門校の体験入学や聖学院大学との交流・ア

ドバイス（ＳＤＧｓ）やキャンパスツアー、１学年では、職業講演

会において実際に社会で活躍している人の話を聴いて将来につい

ての考えを深める。 

 

・毎時間板書と学級日誌に「第〇回道徳科 資料名」を全クラスで記

載する。 

・道徳ワークシートの自己評価欄を全校で統一し、ファイルに蓄積す

る。 

 

・３学期に小学生の中学校見学会、出前授業を実施する。 

・小学６年生の卒業時に課題（算数）を出し、入学後、復習する。 

 

・共生社会の実現を目指し、性の多様性への理解や、男女平等の精神

を養う支援を行う。 

・生徒の、人権を大切にしようとする道徳心や、他人を思いやる豊か

な心を育む手立てとして「人権バッヂ」に関する取組を行う。 

 

・各学期に避難訓練を行い、自然災害時に命を守るための適切な行動

をとることができるよう指導を行う。 

・自転車通学者のヘルメット着用義務化と、自然災害等に備えて防災

頭巾の１００％常備を目指す。 
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家庭教育との連携 

・面談の実施 

 

 

・通信の発行 

 

 

 

・家庭学習の習慣化 

 

 

 

・情報モラル 

・夏休みは１年家庭訪問、２年二者面談、３年三者面談、１１月は全

校三者面談を実施する。 

 

・定期的な学校だよりの発行を行う（月に１度）。 

・学年通信、進路通信を発行する。 

・ＨＰの計画的かつ積極的な更新を行う。 

 

・定期テスト前の個人計画と実施を毎日担任が把握・確認し、家庭学

習の習慣化や自ら学ぶ姿勢を育む。 

・各家庭に「シラバス」を周知する（４月さくら連絡網にて）。 

 

・家庭でスマートフォン、インターネット使用のルールを決定し、学

校へ提出してもらう。長期休業中に返却し、意識させていく。 

 


