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学校教育目標 

○ 思いやりのある生徒 

○ 自ら学ぶ生徒 

○ 進んで身心
・ ・

を鍛える生徒 

学校課題研究主題 
  

R5 年度より、学習指導「ICT を活用した学習
指導」の学校課題研究への取組に向けて、実
態・課題の把握、次年度の取組についての検
討、組織作りを進める。 

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＞第３学年 

相手や目的に応じ聞き手を意識
した話し方の問いや漢字の読み
書き、文節の関係といった言語
分野に課題が見られた。 

＜数学＞第３学年 
具体的な値や数式を考えること
について成果が見られた。また、
事象を文字に置き換えて考える
こと、事象を数学的に捉えるこ
とに課題が見られた。 

＜理科＞第３学年 
知識・技能を身につけることに
課題がある。考える力について
は平均以上の力が身についてい
る。 

＜国 語＞ 全学年 
「書く能力」「記述問題形
式」で県平均を上回ってお
り成果が見られる。 

＜数 学＞ 全学年 
学年、分野により県平均正
答率を上回り、昨年度より
上昇している。 

＜英 語＞ 第２・３学年 
全ての領域・観点において
県平均正答率を上回って
いる。「書くこと」「聞く
こと」の領域において大き
な成果が見られる。 

＜国 語＞ 第１・２学年 
ほとんどの領域について、
平均を上回っている。特に
書くことについては、伸び
が見られる。 

＜数 学＞ 第１・２学年 
1 年生主体的に学習に取り
組む態度において全国平均
を上回っている。2 年生は
すべての領域において全国
平均を上回っている。 

＜英 語＞ 第１・２学年 
全ての領域について平均を
上回っている。 

 

 
上尾市立大石中学校 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 ・ 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 

○知識を確実に習得し、関連

付けながら活用できる力 

○未知の問題に対し、その解

決のための方法を考える力 

○主体的に学習に取り組み、

よりよい生活を形成する力 

 

学力向上のための授業改善 
   

知 識 ・ 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 

○学習意欲を高め、知識を確

実に教授する。 

○既有知識を活用して思考

させ、知識を相互に関連付

けて深く理解させたり、知

識を他の学習や生活の場

面で活用させたりする。 

○問題を見いだし、その解決
方法を考え、計画し、検証
し、振り返らせる。 

○目的や場面、状況等に応じ
て互いの考えを適切に伝
え合い、多様な考えを理解
させたり、集団としての考
えを形成させたりする。 

○ガイダンスやカウンセリ
ングを充実させ、一人一人
の課題やニーズに応じた
学習を行う。 

○自己の存在感を実感しな
がら、よりよい人間関係を
形成し、有意義で充実した
学校生活を送らせる。 

 

本校の特色ある取組 家庭教育との連携 

○ICT の良さを活用した学習指導の推進 
○授業六束による学習規律の徹底 
○小中連携事業による中学校区内の小学校との

共通指導 
○学校課題研究を通した授業改善 

○シラバスを始めとした情報公開 
○学校応援団の協力 
○「学校地域ボランティア」の推進 
○アンケートの実施 



（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）
・文章の要旨を正確に伝えることに課題
が見られる。

第１学年（令和４年度第２学年）【数学】
項目

考察

課題

（課題）
知識・技能の定着の為、普段の学習の
復習、家庭学習の推進が課題である。

第１学年（令和４年度第２学年）【英語】
項目

考察

課題

（課題）
全体の約７割が５段階評価の２と３に位
置している。このことから、「書くこと」を
苦手としていることがわかる。

項目
全国平均をすべての項目で上回っている。特に、領域別の「聞くこと」の項目にお
いては、８．１ポイント高い。これは、小学校の外国語活動や中学校での会話活動
を通して英語を聞く力があり、自信をもって取り組めているからだと考える。また、
観点別においても全国平均と比べると、「思考・判断表現力」の項目において７．
４ポイント、「主体的」の項目においては７ポイント高く、全体の約５割が３段階評
価において、Ａ評価となっている。

（要因分析）
書くことは難しいという抵抗感を減らせ
ず、取り組む前から「できない」と諦めて
しまう生徒が多い。会話活動と平行し
て、帯活動において書く活動を年間を通
して取り入れることで、苦手意識を減ら
し、スピーチ活動を頻繁に行い、書くこと
と話すことを連動して行うことで、より意
欲的に活動させるよう取り組む。

１　学力調査結果の概要

・全国平均を２．７ポイント上回ることができた。領域別では、書くことの分野にお
いて全国正答率を７ポイント上回っている。これは、単元のまとめの言語活動や
作文演習で書く能力の向上を図れたからだと考える。また、観点別では、思考・判
断・表現が全国正答率を５ポイント上回っていた。

（要因分析）
質の高い授業づくりが充分に行われな
かった。

（要因分析）
・文章全体の構成を意識して読む時間
の確保が足りなかった。

項目

項目
市平均と比べ、０．２ポイント上回ったのみで、平均的な努力と分析できる。観点
別に見ると主体的に学習に取り組む態度において、全国へ正答率を１２．６ポイン
ト上回っており、学習に対する意欲は高い。一方で、他の②観点において、全国
正答率を３ポイント程度下回っており、授業の復習や学習の定着が必要と考えら
れる。
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第２学年（令和４年度第３学年）【国語】
項目

考察

課題

（課題）
読むことの能力の定着が十分に図れて
いない。特に、場面の展開を考えて文章
を読むことについて課題がある。

第２学年（令和４年度第３学年）【数学】
項目

考察

課題

（課題）
全体的にどの分野でも大きく上回ってい
るが、連立方程式の計算は他に比べて
伸びが少なかった。

第２学年（令和４年度第３学年）【英語】
項目

考察

課題

（課題）
単語ではなく、一定量の長さのある空欄
補充の問題に対して課題がある。

項目
多くの領域で平均を上回っていた。特に書くことについて、これまで条件作文や形
式・構成の指導を重点的に行ってきた成果が現れている。一方、読むこと・語彙
力に関わる分野に課題がある。中でも、場面の展開を考えて文章を読むことに関
わる指導に重点を置いていく必要がある。

（要因分析）
意図的に教科書の音読は取り入れてい
たが、場面の展開を考えた読ませる場
が設けられていない。

項目

項目
全ての領域で全国平均を上回っていた。領域別では、特に聞くことの能力が１１．
３ポイント上回っていた。内容別に見ると、「英語の質問を聞いて答える問題」は
正答率８９％と高い数値を示していた。毎回の授業でリスニングの時間を設け、
定期的に確認テストを行ったことが効果的であったと考えられる。

（要因分析）
リスニングやスピーキングの時間を多く
取ったため、ライティングにかける時間
が少なったためと考えられる。

全ての領域で全国平均を大きく上回ることができた。特に図形分野と関数では7
ポイント上回っており力がついていることが見て取れた。特に合同の証明問題を
解くことでは１１ポイント上回っていた。これは授業の中で証明問題を生徒に主体
的に取り組ませたり、ICT機器を活用して視覚的に授業にとりれたりしたことが効
果的だったと考える。

（要因分析）
文字式や方程式などの計算を復習する
時間を設けることができなかった。
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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（R４年４月実施）

・様々な事柄を、文字を使って表現し、性質や公式を利用して説明できるようにする。また、式の
意味を具体的な事象に置き換えて捉えられるようにする。

・１次関数は比例の学習の発展であることを意識させ、比例、反比例の学習を基に、関数関係
についての理解を深めさせる。図形の性質は証明をするだけではなく、演繹的な推論を重視し
た指導をする。

・文字の式の単元において未知数としての文字を使うよさを実感させ、式の一般化ができるよう
理解を深めさせる。また方程式では文章問題の解の意味を考えさせ、比例、反比例では、文字
の扱いと座標軸の理解を深めさせる。

・事象を数学的に解釈して問題解決の方法を数学的に説明することに課題が見られた。
・与えられた条件や性質を用いて、直観的に文章題に取り組むことに課題が見られた。

・「思考力、判断力、表現力」に含まれる「話すこと・聞くこと」の正答率が県平均、全国平均より１～１，５％
下回っていた。
・言語分野、特に漢字の書き問題において課題が見られた。おそらく送り仮名の付け方に課題があると思
われる。

・相手や目的に応じて聞き手を意識した話す活動をさせる。
・入試問題演習を通じて、漢字の読み書き等豊かな言語感覚を養う。

・相手や場面に応じた話し方を意識した活動をさせる。
・授業の開始時に、漢字に関する活動を行う。

・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、内容を解釈させる。
・授業始めの時間を通じて、漢字の読み書きの活動を継続的に行う。

・話すことの授業量が不足している。
・１．２年の言語分野、特に漢字の読み書きの復習が不十分である。

・事象を文字に置き換えて考えることを苦手としている。基礎基本となる計算力や知識を身に付けている生
徒が多くいると思われるが、事象を数学的に捉えて性質や式を立て解決したり、考え方を説明する力が必
要である。また、性質を説明するにあたり、推測をしたり、根拠を振り返る機会が不足してると思われる。
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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

全国・県の平均正答率を下回っている。特に知識・技能の観点で、全国平均から５．０ポイント下回り、知
識・技能を身につけることに課題がある。一方で、「『生命』を柱とする領域」ににおいて全国・県平均より＋
１．９ポイントとなっており、領域によっては定着しているところもあった。

与えられている情報から「力」がどのようにはたらいているのかを正しく理解し、得られた実験
データをもとにグラフを作成し、より正確なデータをもとに変化させた条件の関係性を考察できる
よう指導していく。

化学変化を粒子モデルの概念で捉え正しく理解し、質量やエネルギーなどの領域と関連付けて
考えられるように指導していく。

力のはたらきに関する知識や技能を活用して、力を矢印で表したり、考察するグラフを作成した
りするなどの技能を身につけることを重点的に指導していく。

理科の授業で学習したことを普段の授業で活用すること、考えることを苦手としている。また、実験に取り組
める機会が少なかった為、観察や実験の計画を立てることが苦手で、結果をもとに考察することが苦手で
ある。
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国語
学年 項目

考察（現状分析・実態）
・学力レベルは、県の平均より３ポイント高く、記述式の問題でも無回答率が低い。
・書く能力・記述式問題形式では県平均より正答率が１０ポイント上回っている。
・伝統的な言語分野では、県平均を若干下回っている。

これまでの成果と今後の取組（調査結果を踏まえて）
・定期テストごとの作文指導や日々の授業での書く指導が伸びにつながったと考えられる。
・漢字の学習を繰り返し行い、小テストを定期的に行ったことで、漢字の読み書きが正しくできている。
・言語分野における知識・技能を定着するために小テストを行う。

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、学力レベルは県を２.５ポイント上回っている。
・最後の記述式の設問の正答率が県平均よりも８ポイント高く、書く力の定着が見られる。
・課題は漢字・歴史的仮名遣いといった言語分野の知識・理解の定着、資料の適切な読み取りである。

これまでの成果と今後の取組（調査結果を踏まえて）
・単元ごとに何を学ぶのかを明確にした結果、心情の読み取りや、要旨をとらえる問題の正答率が高かっ
た。
・漢字の学習の場面では、語句の意味について多く時間をとって指導していく。
・教科書で、何のためにこの資料や写真があるのかを考える時間を設けて指導していく。

考察（生徒の伸びの傾向・実態）
・学力の伸びは県の伸びを１段階超えており、レベルも県平均より上である。
・書く能力について県平均より6.6ポイント上回っている。市町村平均より7.5ポイント高い。
・話すこと聞くことの正答率が県平均より4.9ポイント低く、市平均より2.7ポイント低い。

これまでの成果と今後の取組（調査結果を踏まえて）
・繰り返し作文指導を通じて書く能力の向上を図ったため、書くことにおいて結果が向上した。
・話すこと聞くことについて課題が見られるので、話し合いの場面を取り入れ、発言の意図や役割について
学べるようにする。

数学
学年 項目

考察（現状分析・実態）
・全体では埼玉県の平均正答率より上回っている。中でも「変化と関係」ｎ分野では２ポイント以上埼玉県平
均正答率を上回っている。しかし、「図形」と「データの活用」では平均より低い。観点ではどちらの観点も上
回っており、比較的にいい結果であるといえる。

これまでの成果と今後の取組（調査結果を踏まえて）
・定期的に行っている小テストなどで計算力は身についている。また振り返りシートや班活動などで課題（情
報）を読み取る力が身についている。図形分野が弱いので今後、面積や体積などの問題を重点的に行う。

考察（生徒の伸びの傾向・実態）
・全般的に埼玉県の平均正答率よりも上回っている。特に、「関数」の分野では３ポイント以上埼玉県平均
正答率を上回り、学力が伸び、良い結果であった。しかし、問題形式の中では「図形」が低く、観点でみると
「数学的な見方・考え方」に課題が見られる。

これまでの成果と今後の取組（調査結果を踏まえて）
・単元ごとに行っている小テストプリントのおかげで、基礎的基本的な知識や計算力は身についている。し
かし、応用問題や記述式の定着に課題があるため、授業などで発展的な問題や記述問題などを意識的に
取り扱っていく。

考察（生徒の伸びの傾向・実態）
・教科の領域では、「数と式」「図形」「関数」において、県平均を上回った。
・教科の領域の「データの活用」は、県平均を下回り、他領域に比べ、苦手としている生徒が多いことがわか
る。
・記述式の問題では、県平均を６．８ポイント上回り、他の問題形式と比較して成果が見られる。

これまでの成果と今後の取組（調査結果を踏まえて）
・小テストや予習復習プリントを通して基礎基本の定着が図れている,。進路に向けて、より発展的な内容を
扱う機会を設定していく。
・データや資料を読み取り、正確に解釈をする力が課題なので、イメージ図を作成する機会や他者へ説明
する習慣を意図的に設定する。

（２）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
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英語
学年 項目

考察（現状分析・実態）
・すべての領域で県平均点を越えている。結果を見ると、リスニング（聴く力）の力は高い。一方で、どの領
域においてもまとまった文章を聞く、読む、書く問題を苦手とする傾向がある。

これまでの成果と今後の取組（調査結果を踏まえて）
・正しい一般動詞を選び、文を完成させる問題に課題がみられたため、基本的な語彙や文法についての知
識を確認する必要がある。また、自分の考えを表現することに課題があるため、教科書の本文を学習した
あとに自分の意見や感想をまとめる時間をとり、練習していく。

考察（生徒の伸びの傾向・実態）
・すべての領域で県平均点を越えている。結果を見ると、英語の３技能でバランスよく力がついていることが
わかる。特に、書くことについての力が高く、記述式の問題形式でも高い正答率であることがわかる。

これまでの成果と今後の取組（調査結果を踏まえて）
・基本的な文法や語彙については問題ないが、英語圏の文化的な習慣や表現等についても、授業の中で
触れていく必要がある。

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  
根拠を明確にし、筋道を立てて自分の考えをまとめ発表できる力。 

 

各学年の授業改善 

 

学

年 
具体的な取組  取組の効果 

１

年 

・具体的な体験や事実を踏まえ、自分の考えや意見の根拠をも

ち、まとめさせる。 

・共同的な学習の場を通して、自分の考えや意見を発表させる。 

・読むことに関して、段落の役割を意識させ、根拠のある読み取

りの方法を指導することで、読解力を向上させる。 

・継続的に文法ノートを活用したり、授業の中で段落の役割等につ

いて詳しく説明したりして、文章の構成を正しく理解させる。 

 

２

年 

・共同的な学習の場を通して、自分の考えに根拠をもたせて発表さ

せる。 

・他者と自分の意見を比較し、まとめ発表させる。 

・漢字、歴史的仮名遣い等、言語分野において、根拠を持って解

答できるように指導を行い、知識の定着を図る。 
 

３

年 

・文章の種類を踏まえて、論理や物語の展開の仕方などを捉える

ことで読解力を向上させる。 

・言語分野において、繰り返し学習し、知識の定着を図り、様々

な語彙に触れさせる。 

・話すこと・聞くこと・書くことに関して、社会に出て必要な能

力（合意形成、相手を説得する力）の育成を図る。 

 

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 国語科 学力向上プラン 
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重点的に伸ばす学力  
現代社会に見られる課題を追求したり解決したりするために、考察したことや選

択、判断したことを論理的に説明したり、立場や根拠を明確にして議論する力。 

 

各学年の授業改善 

 

学

年 
具体的な取組  取組の効果 

１

年 

・現代社会の諸問題に対する興味関心を高めさせる。 

・諸資料をもとに情報を正しく読み取る能力を身に付けさせる。 

・資料から読み取った情報や得た知識をもとに話し合う力を身に

付けさせる。 

・考えたことや読み取った内容を、論理的に整理させる。 

・自分の考えや読み取った内容を発表する時の姿勢を身に付けさ

せる。 

 

２

年 

・現代社会の諸問題に対する興味関心を高めさせる。 

・諸資料を読み取り、気付いたことなどを自分の言葉でまとめさ

せる。 

・諸資料を基にした考察や選択をさせ、自分の立場を明確にさせる。 

・自分の考えを論理的にまとめる言語活動をさせる。 

・自分の考えを発表する時の姿勢を身に付けさせる。 

 

３

年 

・現代社会に見られる課題を追求したり解決したりさせる。 

・考察したことや選択、判断したことを論理的に説明させる。 

・立場や根拠を明確にして議論する言語活動をさせる。 

・調査や諸資料から情報を収集し読み取りまとめさせる。 

・現代社会の諸課題を捉え、発表させる。 
 

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 

 

 

 

② 社会科 学力向上プラン 
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重点的に伸ばす学力  
筋道を立てて、根拠をもとに説明する力 

 

各学年の授業改善 

 

学

年 
具体的な取組  取組の効果 

１

年 

・４人班での話合い活動の場面を増やし、考え方を共有すること

で筋道を立てた考え方ができるようにする。 

・根拠となる基礎的・基本的な知識及び技能の確実な定着を目指

し、繰り返し学習できるようにする。 

・毎時間小テストを行い、基本的な計算力を高める。 

 

２

年 

・４人班での話し合い活動の場面を増やし、自分の考えを論理的

に発表しあう機会を積極的に設ける。 

・考え方を記述させる問題を設定し、なぜその考え方になるのか

を、根拠をもとに考える機会を増やす。また、単元ごとに学習

した・理解できない内容を記述させ理解を深める。 

・基礎的・基本的な知識及び技能の定着を図るために定期的な小

テストを行い、繰り返し学習を行う。 

 

３

年 

・４人班での話合い活動を通し、理解を深めさせる。 

・既習事項との学習のつながりを意識させる。 

・説明するための土台となる基礎的・基本的な知識を習得する機

会を週に１回のプリントと小テストを通して行う。 

・なぜそうなるのかを根拠をもとに説明させる場面を多く設定する。 

 

 

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 

 

 

 

 

 

③ 数学科 学力向上プラン 
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重点的に伸ばす学力  
生徒が自ら他者との交流を通して、科学的な観点から、観察・実験の計画をした

り、結果を分析し解釈したりできる力。 

 

各学年の授業改善 

 

学

年 
具体的な取組  取組の効果 

１

年 

・これまでに得た知識と経験を活用し、言語活動による発表や表

現する活動を取り入れることで、科学的な思考を高めさせる。 

・力のはたらきに関する知識や技能を活用して、力を矢印で表し

たり、考察するグラフを作成したりするなどの技能を身につけ

ることを重点的に指導していく。 

 

２

年 

・これまでに得た知識と経験を活用し、言語活動による発表や表

現する活動を取り入れることで、自らの思考を高め、実験の計

画や結果について科学的に分析し解釈させる。 

・化学変化を粒子モデルの概念で捉え正しく理解し、質量やエネ

ルギーなどの領域と関連付けて考えられるように指導してい

く。 

 

３

年 

・これまでに得た知識と経験を活用し、言語活動による発表や表

現する活動を多く取り入れることで、他者の考えを参考にしな

がらも自らの思考をより深化させ、実験の計画や結果について

科学的に分析し解釈する力を高めさせる。 

・与えられている情報から「力」がどのようにはたらいているの

かを正しく理解し、得られた実験データをもとにグラフを作成

し、より正確なデータをもとに変化させた条件の関係性を考察

できるよう指導していく。 

 

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 

 

 

 

④ 理科 学力向上プラン 
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重点的に伸ばす学力  
・内容に相応しい表現を用い、聞き手を意識して音読する力（読むこと） 

・事実や自分の考えを相手にわかりやすく伝える力（話すこと、書くこと） 
 

各学年の授業改善 

 

学

年 
具体的な取組  取組の効果 

１

年 

・基本文で学習した表現を大きな声でジェスチャーなどを交え、

相手に伝わるように英語らしく話す力を身に付けさせる。 

・反復練習を用い、単語、基本文などの書く指導を充実させる。 

・教科書本文を音読させ、読解力や言語についての知識理解を習

得させる。 

・クイックインプット活動を活用し基本文を暗記させる。 

・中学校外国語教材「Bridge」を適宜活用し、言語活動を充実さ

せ、言語材料における生徒の理解力・表現力等を高める。 

 

２

年 

・事実や自分の考えを順序よく、相手に分かりやすいように英語

で表現させる。 

・多くの英文に触れさせ、読解力を身に付けさせる。 

・基本文や既習の対話文をクイックインプット活動に取り入れ、

継続して取り組み定着させる。 

・ＡＬＴを活用し、実用的な会話表現を多く聞かせ、英語の興味

関心をより高めさせる。 

 

３

年 

・英語で表現された事に対し、聞き手側も同意したり、質問をし

たりして会話を深めさせる。 

・言語活動のまとめとして、テーマや条件に沿った英作文を書く機

会を増やし、既習事項を用いて自分の意見や考えを表現させる。 

・基本文や既習の対話文をクイックインプット活動に取り入れ、

継続して取り組み定着させる。 

 

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 

 

⑤ 外国語科 学力向上プラン 
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○音楽科 

１
年 

《身に付けさせる学力》 
・根拠のある自分の考えをもち、自信をもって発表できる力 
《具体的な取組》 
・単元に必ず、感じたこと、気が付いたことを言語化し、ペアで発表させる
活動を行う。 

２
年 

《身に付けさせる学力》 
・根拠のある自分の考えをもち、自信をもって表現できる力 
《具体的な取組》 
・単元に必ず、感じたこと、気が付いたことを言語化し、グループで発表さ
せる活動を行う。 

３
年 

《身に付けさせる学力》 
・根拠のある自分の考えをもち、自信をもって表現できる力 
《具体的な取組》 
・単元に必ず感じたこと、気が付いたことを言語化し、全体の場で発表さ
せ、自分の考えをさらに深めさせる。 

 

○美術科 

１
年 

《身に付けさせる学力》 
・基礎的な学習をする過程で、造形的な見方・考え方、創造的技能を習得す
る力。 

《具体的な取組》 
・根拠を共通事項や造形的な見方・考え方に求められるように指導事項の整
理、掲示の充実を行う。 

・ＩＣＴ機器の効果的活用、年間指導計画や取り組む題材の精選を進める。 

２
年 

《身に付けさせる学力》 
・自ら学習を調整するスキルを身につけ、粘り強い学習の過程で、深めた造
形的な見方・考え方を自らの制作に生かす知識・技能を習得する力。 

《具体的な取組》 
・根拠を共通事項や造形的な見方考え方に求められるように指導事項の整
理、既習事項の掲示の充実を行う。 

・ＩＣＴ機器の効果的活用、年間指導計画や取り組む題材の精選を進める。 

３
年 

《身に付けさせる学力》 
・表現と鑑賞を相互に行き来しながら解説し、感じ取ったことを基に、作者
の表現の主題や意図を考える力。 

《具体的な取組》 
・言語・非言語を問わず自由な討論が可能になるように、生徒の実態を捉え
て話合いの論点や役割分担などを工夫する。 

・ＩＣＴ機器の効果的活用と、取り組む題材の精選を進める。 

⑥ 他教科の授業改善 
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○保健体育科 

１
年 

《身に付けさせる学力》 

・運動の合理的な実践を通して、運動の楽しさや喜びを味わい、運動を豊かに

実践することができるようにする力を身に付けさせる。運動を適切に行うた

めの基本的技能の習得と、体力の向上及び心身の調和的発達を目指す。 

《具体的な取組》 

・本時のねらいを明確にし、具体的な目標を持たせて取り組ませる。 

・実技カードやICTを活用し、視覚的な活動を取り入れ、技能を習得させる。 

２
年 

《身に付けさせる学力》 

・運動の実践を通して、楽しさや喜びを味わい、豊かに実践する力を身に付

けさせる。また、運動における競争や協同の経験を通して、公正に取り組

み協力する。自己の役割を果たす意欲を育て、安全に留意し、運動をする

態度を育てる。 

《具体的な取組》 

・本時のねらいを明確化することによって、具体的に目標設定させ、授業に

臨ませる。 

・グループ学習を活用し、お互いに助け合い教え合い、振り返りを発表する

場面をつくる。 

３
年 

《身に付けさせる学力》 

・運動の実践を通して、運動の楽しさや喜びを味わい、知識や技能を高め、生

涯にわたって豊かに、安全に運動を実践する力を身に付けさせる。また、互

いに競争や協同の経験を通し、自己の責任と参画する意欲を育てる。 

《具体的な取組》 

・ねらいにあった目標設定をさせ、授業に見通しをもって取り組ませる。 

・自己や仲間の課題を発見し合理的な解決に向けてグループ学習の実践を行う。 

・グループごとの安全点検や健康観察を行いながら取り組ませる。 
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○技術・家庭科（技術分野） 

１
年 

《身に付けさせる学力》 

・生活を豊かにする基礎的な知識と技能の習得 

・生活の中から課題を見いだそうとする力 

《具体的な取組》 

・作品の構想や実習の過程で意図的に意見交換の場面を設定し話し合わせる。 

・技術的な見方考え方の基礎を、生活の中にある具体的な題材から身に付け

させる。 

２
年 

《身に付けさせる学力》 

・生活を豊かにする実践的な知識と技能の習得 

・生活の中から課題を見いだし、解決しようとする力 

《具体的な取組》 

・授業の中で意図的に生活を見つめさせる場面を設定し、話合い活動を通じ

て、技術的な見方考え方から、生活を改善する意欲を高めさせる。 

３
年 

《身に付けさせる学力》 

・生活を豊かに創造できる知識と技能の習得 

・生活を豊かに創造する実践的な力 

《具体的な取組》 

・授業の中で、生活を見つめる題材を設定し、話合い活動を通じて具体的に

課題を解決できるようにさせる。 

 

○技術・家庭科（家庭分野） 

１
年 

《身に付けさせる学力》 

・生活を豊かにする基礎的な知識と技能の習得 

・家族の一員として生活をよりよくしようと工夫する実践的な態度 

《具体的な取組》 

・作品の構想や実習の過程で意図的に意見交換の場面を設定し、話合い活動

に慣れさせ、深い学びにつなげる。 

２
年 

《身に付けさせる学力》 

・生活を豊かにする実践的な知識と技能の習得 

・生活の中から問題を見つけ出し課題を設定し解決方法を考え実践する態度 

《具体的な取組》 

・実習の結果を振り返り新たな生活の課題が生まれ、話合い活動を通じて、 

生活を改善する意欲が高まることにより自己肯定感を醸成させる。 

３
年 

《身に付けさせる学力》 

・生活を豊かに創造できる知識と技能の習得 

・生活を豊かに創造する実践的な力 

《具体的な取組》 

・授業の中で、生活を見つめる題材を設定し、話合い活動を通じて具体的に 

課題を解決できるようにさせ、日常生活の中で活かせるようにする。 
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○特別の教科 道徳 

１
年 

《身に付けさせる力》 

・自己を見つめ、物事を広い視野から多面的・多角的に考えられる力。 

 （特に内容項目 Ｃ主として集団と社会との関わりに関すること） 

《具体的な取組》 

・毎時間、話合い活動を授業に取り入れ、多面的・多角的に物事を考えられる。 

生徒を育成する。 

・ねらいを明確にし、振り返りの時間には、そのねらいについて自分事とし

て考えられるようにする。 

２
年 

《身に付けさせる力》 

・自己を見つめ、物事を広い視野から多面的・多角的に考えられる力。 

 （特に内容項目 Ａ 主として自分自身に関すること） 

《具体的な取組》 

・毎時間、話合い活動を授業に取り入れ、多面的・多角的に物事を考えられる。 

生徒を育成する。 

・道徳ノートを活用することにより生徒自身が成長を実感することができる

ようにするとともに、自分を見つめ直す機会とする。 

３
年 

《身に付けさせる力》 

・自己を見つめ、物事を広い視野から多面的・多角的に考えられる力。 

 （特に内容項目 Ｂ主として人との関わりに関すること） 

《具体的な取組》 

・毎時間、話合い活動を授業に取り入れ、多面的・多角的に物事を考えられる。 

生徒を育成する。 

・学習した内容項目を普段の生活で実践できるよう助言する。 

・ICT 機器を利用して、より多く話し合いの機会を設ける。 
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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 
○ 自 主 学 習 ノ ー

ト、補充学習の

充実 

 

○授業六束による 

  学習規律の徹底 

 

 

○近隣小学校との

小中連携事業 

 

○学校課題研究を

通した授業改善 

・定期テスト前、長期休業中の補充学習の実施 

・自主学習ノートによる家庭学習習慣の確立 

 

 

・生活規律を高める呼びかけの実施 

（朝のあいさつ運動、「 授業六束」の掲示） 

 

 

・学習指導等についての近隣小学校教職員との定期的な協議 

・児童生徒の交流 

 

・新学習指導要領を踏まえた授業改善 

・各研究部会での学習環境整備、調査研究活動 等 

家庭教育との連携 

○シラバスを始め

とした情報公開 

 

 

 

 

○学校応援団の協力 

 

 

 

○「学校地域ボラン

ティア」の推進 

 

○アンケートの実施 

・各教科のシラバス（指導の方針、評価、年間指導計画）の 

全家庭への発行 

・三者面談、保護者会の実施 

・個票でのテスト結果の返却 

・「学校だより」「学年だより」「進路だより」等の発行 

 

・月１回の「朝のあいさつ運動」の実施 

・地域の方々を招いての出前授業 

・地域のパトロール活動の実施 

 

・環境浄化の活動への参加、 

文化部等の地域活動への出演等 

 

・授業・生活アンケートを通した生徒の実態把握と授業等の

改善 

 

 


