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  ○家庭教育との連携 
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学校教育目標 
 

自立 共感 協働 

 

学校課題研究主題 

主体的・対話的で分かりやすい授業

の実現に向けた指導方法の工夫 

～ICT機器とその他の教材を効果的に組み合わせて～ 

-          - 

学力・学習状況調査の結果 
   

R3 上尾市立小・中学校学力調査 R4全国学力・学習状況調査 R4 埼玉県学力・学習状況調査 

国語：１年生は、全ての領域で全国平均を

上回っている。２年生は「書くこと」で、

８５％と大幅に下回っている。 

数学：１年生は領域別で、全領域全国平均

をやや上回った。２年生は、全ての領域で

高い値を示している。特に「主体的に取り

組む態度」が高い。 

英語：全ての領域で全国平均を上回ってい

る。課題であった「話すこと」「聞くこと」

で大幅は数値の上昇がみられた。 

国語：「話すこと・聞くこと」全国・県平

均ともに下回った。「思考・判断・表現」

に関して全国・県の平均を下回り課題であ

る。 

数学：図形以外は県や全国の平均を上回る

ことができていない。 

理科：知識を利用した問題に課題がある。 

質問紙：早寝、早起き、朝食など、基本的

な生活習慣が確立されている生徒の割合

が、県平均・全国平均と比べて高い。 

国語：県平均を上回る項目が多かった。全

学年「記述式」に課題がある。 

数学：数と計算・図形の平均点が高い。ﾃﾞ

ｰﾀの活用が課題。 

英語：領域で県平均を上回っている。聞く

力はついているが、自分の表現につなげる

ことが苦手である。 

質問紙：規律ある態度の達成値が、県平均

や市内平均と比べて高い。話を聞き発表す

る力に課題がある。 

 

 

上尾市立上平中学校 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  

 基礎的・基本的な知識及び技能を確実に

身に付け、個別の知識を相互に関連づける

ことにより、生きてはたらく知識・技能を

習得できるようにする。 

 身に付けた知識及び技能を活用して、発

見した課題を、様々な情報と結び付け、協

働しながら解決し、学びを深め、自他を向

上できるようにする。 

 自らの感情や思考を整理することによ

り学ぶ価値を創造して、主体的に学習に取

り組む態度を育成する。また、多様性を尊

重する態度や互いの良さを生かして協働

する力を育成する。 

 

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  

授業の初めにねらいを提示し、授業の

まとめと生徒の振り返りを対応させる。

自らの学習活動を次につなげ、新たに課

題を発見させられるように発問を工夫

する。また、知識・技能の定着のために

小テスト、ICT を活用したフラッシュカ

ード、実技テスト等を実施する。 

 多面的な視点から物事を捉え、論理的に思

考・判断・表現する力を育成することを目的

に、単元・教材に応じて課題発見学習、問題

解決学習、体験学習、調査学習、協働学習等

を取り入れた授業を行う。感染拡大の状況に

応じて、グループディスカッション、ディベ

ート、ワークショップ等も取り入れる。 

上平中スタンダードによる授業規律の

徹底や生徒の自主的な学びを促すことを

意識した授業を行う。実践的・体験的な学

習活動を多く取り入れ、生徒自らが学びた

いと思える授業を創造する。協働しながら

課題解決をさせることで、生徒に成就感を

味わわせ、次の学習へつなげる。 
 

本校の特色ある取組 家庭教育との連携 

○あいさつ運動 

○K-タイム（朝読書）の充実 

○面談（二者面談・三者面談）を通して、積極的な生徒理解 

○ICT を活用した授業、家庭学習の支援 

○レインボールームの設置 

○家庭との連携（日々の情報共有、家庭訪問、面談等） 

○オンライン教材を活用した家庭学習の充実 

○PTA 活動の充実（PTAバザー、美化活動、奉仕活動等） 
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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１学年（令和４年度第２学年）【国語】

項目

考察

課題

（課題）
〇中間層の正答率を上げるこ
と。
〇「思考・判断・表現」の力を付
けるために、授業改善を行うこ
と。
〇経年比較から例年よりも得

第１学年（令和４年度第２学年）【数学】
項目

考察

課題

（課題）
○「関数」で苦手意識や得点力
の向上が課題である。
〇他教科に比べ、「思考・判断・
表現」の得点が極めて低い。

第１学年（令和４年度第２学年）【英語】
項目

考察

課題

（課題）
〇「知識・技能」の正答率が全
国比より低い。
〇「話すこと」は、全国比を上
回っているが、苦手な領域であ
ると考えられる。

（要因分析）
○教科の特性上なのか、「表現」の部分で人に伝えることや、説
明を示す部分で力を伸ばしていく必要性がある。

項目
〇領域別では、全ての領域で全国比を上回った。読むことでは１１５％、聞くことでは１２４％と大
きく上回った。
〇「話すこと」、「書くこと」の昨年度の学年よりも大幅に上回った。
〇観点別では、全ての観点で全国比を上回った。「思考・判断・表現」が１１４％と大きく上回っ
た。

（要因分析）
単語レベルの強勢や英語の発音などの知識が不十分であると
考えられる。話すことに対しての文法や語彙力を強化したい。数
多くの英文に触れ、表現の幅を増やしていく必要がある。

１　学力調査結果の概要

項目
〇すべての項目で全国平均よりもやや高かった。
〇「書くこと」「言葉・情報・言語文化」の正答率については、全国平均よりも高かった。
〇観点別正答率では、全ての項目で上回り「知識・技能」「主体的に取り組む態度」では全国比１
１０を上回った。

（要因分析）
〇「知識・技能」の定着を丁寧に小学校が行っていたと考えら
れ、学習指導要領の改訂からの授業改善の取組が見える。昨
年度の比較「思考・判断・表現」の力をを高められる授業改善が
少しずつ行われている現状である。

項目
○領域別では、全領域は全国平均をやや上回った。（全国比「数と式」１０９％・「関数」１０７％）
○「関数」は全国の得点が低く、全国比を上回っているが、苦手な領域であると考えられる。
○観点別では「主体的に学習に取り組む態度」が全国比１１６％と高く、他の観点もすべて上回っ
た。
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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）
〇他教科と比べ２学年の国語
のみ全国比を下回っている。
〇経年比較から例年よりも、得
点平均が下がる学年のため粘
り強い指導が必要となる。

第２学年（令和４年度第３学年）【数学】
項目

考察

課題

（課題）
〇他教科に比べ、「思考・判断・
表現」の得点が低い。
〇中間層の底上げが課題であ
る。

第２学年（令和４年度第３学年）【英語】
項目

考察

課題

（課題）
〇実際に活かされることが多い
「思考・判断・表現」の観点が低
いことは、「伝える力・会話する
力・くみ取る力」が身に付いて
いない状況と考えられる。

（要因分析）
○学習指導要領改訂から授業改善が行われている中で、まだ
まだ「思考・判断・表現」に対する取組が不十分であると考えら
れる。「知識・技能」の下位層の生徒が他の観点よりも多いこと
から、積み重ねの内容でつまづきがある。

項目
〇観点別では、全項目で全国比を上回った。（１００％～１１２％）
〇「思考・判断・表現」は全国比と同率であり、苦手となる部分である。
〇領域別では全項目で全国比を上回り、「聞くこと」１１６％「話すこと」１１２％と大きく上回った。

（要因分析）
コロナ禍における学習活動（会話・対話など）の制限も関係され
ていると予想される。学習内容の工夫と授業改善が、確かな学
力の育成に向かっていない本校の現状である。

項目
〇「話すこと・聞くこと」の正答率が全国比１０５％と、平均を上回った。その他は、全国平均を下
回った。
〇「書くこと」では、全国比８５％と大幅に下回っている。
〇観点別では、「主体的に学習に取り組む態度」のみ全国比を上回った。

（要因分析）
〇１つ１つの学習を丁寧に、どのような内容をつかんでいくか指
導していく必要がある。主体的に取り組む態度の正答率は高い
ため、粘り強く学習に取り組める要素がある。

項目
○領域別では全ての項目が全国比を上回った。中でも「主体的に取り組む態度」は大きく上回っ
ている。
○領域別では、正答率が全国比を上回っている。（１０６％～１０８％）
○観点別では正答率が全国比を上回っており、特に「主体的に取り組む態度」では１１６％と大き
く上回った。
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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（令和４年４月実施）

授業外での課題に、既習事項の復習ができるものを積極的に取り入れている。
授業内では、複雑な問題文の読解に重きを置き、要点を絞って問題解決に繋げられる力を身に
付けさせる。
基礎的な計算力を身に付けさせ、問題解決に向けての力を身に付けさせる。
また、数学の基礎的な内容を確実に習得させ、発展的な内容を扱う際も、既習事項を効果的に
活用させる。
小学校での学習内容を振り返りつつ、生徒が主体になった授業を展開し、協働学習を通して、
理解を深めさせていく。分かるものを確実に確認させ、新たな学びへ繋げる。

・各領域や各観点、問題形式ごとに見ると、県や全国の平均を上回ることができていない。
・図形のみ、県と全国の平均を上回ることができている。

「(3) 我が国の言語文化に関する事項」が約５ポイント、「(1) 言葉の特徴や使い方に関する事項」が約１ポ
イント上回っているが、それ以外の領域に関しては、全国・県すべて平均を下回った。特に、「Ａ　話すこと・
聞くこと」は６ポイント以上下回っており、課題が残った。評価の観点に関しては、「思考・判断・表現」の観
点が平均から３ポイント以上全国・県平均ともに下回っており、課題となっている。

・教材のまとめや言語活動として文章を書かせる際に、文章を書く意図や、推敲や言葉選びの
意図について、意識させたり、相互評価させることで、目的をより明確にして、活動を行わせる。

・書く活動を行う際に、相互評価を積極的に取り入れ、言葉や表現の意図を考えさせたり、表現
させることで、意識して表現等の工夫を行えるようにする。

・目的を明確にしてスピーチなどの原稿を作成したり、言葉選びや表現の工夫の意図を明確に
したりして、言語活動を行わせる。
・読解する際に、言葉の使われ方の意図や、筆者の主張を述べるためにどのような工夫がされ
ているか、考えさせる。

知識に関しては概ね身に付いているが、自分の考えを記述したり、それを活用して答えたりといった「活
用」の部分に課題が残っているため、授業中に文章の形で考えを書かせたり、相互評価活動等を通じて、
意見を積極的に表明したりする機会を設定していく必要がある。

・全体的に数学自体を苦手としている生徒が多く、問題の意味を理解できないことがある。
・単純な計算や数式についての設問の解答率は高いが、問題文が複雑になると無解答の割合が上がる。
・図形については2年次に小テストや課題演習を多く実施した効果が出ている。

４



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

問題形式によって、平均正答率の差が生じた。短答式の問題では、埼玉県平均正答率が２５．１、本校が２
４．７と差は小さかったが、選択式の問題では、埼玉県平均正答率が４９．１、本校が４６．３、記述式の問
題では、埼玉県平均正答率が５３．２、本校が５０．９と、差が大きかった。このことから、知識の定着させる
ことはできていても、その知識を利用して、選択肢から選んだり、記述したりすることが苦手な生徒が多い
と考えられる。

得た知識を用いて、思考・活用する力を育成する必要があると考える。そのため、実験の際には、
見通しをもって取り組ませ、自ら規則性や関係性を考察する機会を増やし、思考を深めさせる必
要がある。

①問題を見いだし見通しをもって観察、実験などを行い、【規則性、関係性、共通点や相違点、
分類するための観点や基準】を見いだして、根拠を示した考察を行う。②ＩＣＴを効果的に活用し
て基礎・基本の定着を図り、自らの理解の状況を振り返る。

①見通しをもって解決する方法を立案して観察、実験などを行い、その結果を分析して解釈し、
【規則性や関係性】を見いだして根拠を示した考察をする。②ＩＣＴを活用して、自らの考えを記
述したり話し合ったりしながら協働活動を行う。

①見通しをもって観察、実験などを行い、ＩＣＴ機器を活用してその結果を分析・解釈し、【特徴、
規則性、関係性】を見いだす。②根拠を示した考察をするために、他者との協働を通じて自らの
考えを相対化し、探究の過程を振り返る。

４

５



国語
学年 項目

考察（現状分析・実態）
半数の分野や観点で県や市の平均を超えたが、「情報の扱い方、我が国の言語文化」「読むこと」の領域で
平均を超えなかった。また、問題形式の中で、特に記述式を苦手としていることが分かった（平均からマイナ
ス４～５ポイント）。

これまでの成果と今後の取組（調査結果を踏まえて）
「情報の扱い方、我が国の言語文化」では、対義語、多義語、敬語、ことわざに関しては正答率は県や市の平均よりやや高いか同じくら
いであったが無答率が高く、着実な定着にいたっていないことが窺えるため、それらを扱う単元だけでなく、普段の授業から意識して生
徒が触れる機会を増やし、定着を図る。「読むこと」に関しては、正答率だけでなく無答率も高いため、読み方の指導を細かく行うととも
に、少人数班での話し合いを積極的に設定し、交流する中で自信をもって問題に取り組めるように指導する。

考察（生徒の伸びの傾向・実態）
「読むこと」で平均をやや下回ったものの、その他の領域や観点においては、平均を上回っていた。また、問題形式にお
いては、全ての部分で平均を上回っていた。
ただ、学力の伸び率が、県平均と比較して０．２ポイント低く、学力を伸ばした生徒の割合も５ポイント低かった。

これまでの成果と今後の取組（調査結果を踏まえて）
「言葉の特徴や使い方」「話すこと・聞くこと、書くこと」に関しては、正答率は高いものの、無答率も県や市の平均と比較して高いため、
継続的に問題演習等を取り入れ、知識の定着を目指すとともに、教え合いなどの活動を通じて苦手意識を取り除けるようにする。
「読むこと」に関しても、無答率がやや高いために、少人数班での話し合いを積極的に設定し、交流する中で自信をもって問題に取り組
めるように指導する。

考察（生徒の伸びの傾向・実態）
「言葉の特徴や使い方」の領域を除いて、すべての領域や観点で平均を下回っていた。特に、「情報の扱い
方、我が国の言語文化」「記述式」の問題に関しては、平均を５ポイント以上下回っていた。
学力の伸び率が、県平均と比較して０．３ポイント低く、学力を伸ばした生徒の割合も４ポイント低かった。

これまでの成果と今後の取組（調査結果を踏まえて）
記述式の問題に関しては、無答率も県や市の平均と比較して６ポイント以上高かったため、書く活動を積極的に取り入れるとともに、自
己評価カードや初発の感想等、日頃の書く場面においても、言葉の選び方や表現の工夫について意識できるように、働き掛けを行う。
「情報の扱い方、我が国の言語文化」の問題に関しては、無答率は低いため、着実な知識の定着を狙い、授業中に意識して言葉に触
れる機会を増やせるように声かけや授業の構成を工夫する。

数学
学年 項目

考察（現状分析・実態）
・どの領域でも県の平均点を大きく上回っている。特に「数と計算」の領域では全体で県平均より４５点以上
上回っている。
・「変化と関係」の領域が他よりも低い水準である。

これまでの成果と今後の取組（調査結果を踏まえて）
・現時点で良く身に付いている、「数と計算」の実力を基盤とし、発展的な内容や、複雑な内容に対応させる。
・今後、生徒の得意、不得意が二分化される関数の単元では、配慮をしながら授業を進めていく。

考察（生徒の伸びの傾向・実態）
・県の平均点を上回っている領域は、「数と式」、「図形」の２つで、他の「関数」、「データの活用」は県の平均点を下回っ
た
・大きく差が開いているのは、「数と式」が全体で県の平均点を３０点近く上回り、「データの活用」が２７点近く下回った。

これまでの成果と今後の取組（調査結果を踏まえて）
・今後、学習内容が複雑化していくことを考えると、「図形」の領域も県の平均点を下回る可能性が大きい。
（現時点で、5点上回っている）平面図形の性質について詳しく触れ、今後の学習につなげていく。
・「データの活用」については既習事項の復習を中心に、生徒の苦手意識を取り除いていく。

考察（生徒の伸びの傾向・実態）
・県の平均点を上回っている領域は、「関数」、「データの活用」の２つで、他の「数と式」、「図形」は県の平均
点を下回った。
・「関数」は大きく平均点を上回っており、数量の変化の関係を的確にとらえていることがわかる。

これまでの成果と今後の取組（調査結果を踏まえて）
・数学の基礎となる「数と式」を苦手としている現状を重く捉え、授業や課題などを工夫し、取り組む時間を増
やす。
・発展的な内容に触れる機会を増やし、「図形」に関する問題への苦手意識を少なくしていく。

（３）埼玉県学力・学習状況調査（令和４年５月実施）

年３

年1

年２

年３

年１

年２

６



英語
学年 項目

考察（現状分析・実態）
教科の領域の部分においては県平均を上回ったが、思考判断表現においては課題が見られる。聞く力はつ
いているが、自分の表現につなげることが苦手である。教科書以外の英文を読むことが苦手である。

これまでの成果と今後の取組（調査結果を踏まえて）
所見問題及び書くことに課題が見られる。即興で質問したり、答えたりする場面を授業中多く設定する必要
がある。教科書以外の英文に触れる機会を多く持つ。

考察（生徒の伸びの傾向・実態）
教科の領域の部分においては県平均を上回ったが、思考判断表現においては課題が見られる。聞く力はつ
いているが、自分の表現につなげることが苦手である。教科書以外の英文を読むことが苦手である。

これまでの成果と今後の取組（調査結果を踏まえて）
所見問題及び書くことに課題が見られる。即興で質問したり、答えたりする場面を授業中多く設定する必要
がある。教科書以外の英文に触れる機会を多く持つ。

年２

年３

６

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 
 

語句、表現、古典的知識などの基礎的・基本的な知識・技能を定着させ、見通しをも

って自らの学習を調整し、試行錯誤しながら学習を進めていく過程で、文章を読む能

力や書く能力の向上を図っていく。 

 

各学年の授業改善 

 

学
年 

具体的な取組  取組の効果 

１
年 

①漢字の書き取りテストを定期的に行うとともに、授業の最初に語句や

漢字、古典に関する学習を帯で設定し、基礎的な知識の定着を図る。 

②教材ごとに書く活動を設定し、見通しをもって学習を進めながら、段

落の役割を考えて文章をわかりやすくまとめられるようにする。 

③文章の中心的な部分と付加的な部分、事実と意見の読み分けを意識し

て、見通しをもって内容を読み取れるよう話合い活動等を設定する。 

 

B 

２
年 

①漢字の書き取りテストを定期的に行うとともに、古典の学習や現代文

法などの総合的基礎的な知識を定着するための学習環境を整える。 

②相互評価活動を積極的に取り入れ、見通しをもって学習を進めながら

自分の意見をもてるようにするとともに、段落相互の関係に注意しな

がらそれを表現できるようにする。 

③文章の構成や表現に注目して読み取れるよう話合い活動等を設定する。 

 

B 

３
年 

①漢字の書き取りテストを定期的に行うとともに、学習してきた古典や

現代文法を活用して問題を解いたり、文章を書いたりするための学習

環境を整える。 

②論理の展開に注目して読むことを目標として、見通しをもって学習を

進められるようにした上で、他者の意見を取り入れたり、本文の引用

をしたりするなど工夫を加え、説得力ある文章を書けるようにする。 

 

B 

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 
 

社会的歴史的事象に興味・関心をもたせ、知識理解の定着を図るとともに生徒自ら 

調べまとめ発表できる表現力を育て、民主的で平和的な国際社会の形成者を育成す

る。 

 

各学年の授業改善 

 
学
年 

具体的な取組  取組の効果 

１
年 

①本時の学習の課題を提示することにより効果的な本時の学習 

の動機付けを行う。 

②協調学習の中で、地図や資料を活用した作業を取り入れる。 

③ＩＣＴ機器を活用した教材提示を行う。 

 

B 

２
年 

①本時の学習の課題を提示することにより効果的な本時の学習 

の動機付けを行う。 

②少人数グループでの学習や話合い活動や協調学習を展開し、 

学び合いの技能を高める。 

③ＩＣＴ機器を活用した資料、地図、動画といった教材提示を 

行う。 

 

 

B 

３
年 

①本時の学習の課題を提示することにより効果的な本時の学習 

の動機付けを行う。 

②調べ・発表学習を取り入れ、ＩＣＴ機器を活用し、意欲を高め 

るとともに、表現力を育てる。 

③単元ごとに、様々な協調学習を展開し、学び合いの技能を高め 

る。 

 

 

B 

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  
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重点的に伸ばす学力 
 

・計算を中心とした基礎的・基本的な技能を身に付けさせ、自分にとって必要な力を 

 主体的に考え、試行錯誤しながら学習を進めていくことで、基礎的な計算の技能や、

数学的な思考力を身に付けさせる。 

 

各学年の授業改善 

 
学
年 

具体的な取組  取組の効果 

１
年 

①全単元で、基礎を充実させるため、基礎的な問題を多く取り扱

う。 

②視覚的に図形や作図の手順等を示すなど効果的にＩＣＴ機器を

活用する。 

③数学的な考え方を押さえながら応用問題に取り組み、思考力を 

高めていく。 

 

B 

２
年 

①全単元で、基礎学力の定着を図るため、既習事項を丁寧に扱い、

基礎的な問題を多く取り扱う。 

②視覚的に図形を示すなど効果的にＩＣＴ機器を活用する。 

③数学的な考え方を押さえながら応用問題に取り組み、思考力を 

高めていく。 

 

B 

３
年 

①問題内容を、自分から把握する力を付け、多くの問題演習を行

うための時間を確保する。 

②言葉や数式、表、グラフ等の数学的な表現を積極的に用いて 

論理的に考察し表現する力を育てる。問題に対して、見通しを

もって問題を解けるように、ＩＣＴ機器の活用を通じて、生徒

同士の意見交換の時間を設ける。 

③数学的な考え方を押さえながら応用問題に取り組み、主体的な

思考力を高めていく。 

 

B 

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  



4 

 

 

 

 

 

重点的に伸ばす学力 
 

自然事象についての基礎的な知識を定着させ、自らの学習状況を把握し、学習の進め

方について試行錯誤していく過程で、思考力、判断力、表現力を身に付けさせる。 

 

各学年の授業改善 

 
学
年 

具体的な取組  取組の効果 

１
年 

①見通しをもって観察、実験などを行い、【規則性、関係性、共通

点や相違点、分類するための観点や基準】を見いだして、根拠

を示した考察を行う。 

②ＩＣＴ機器を効果的に活用して、基礎・基本の定着を図り、自

らの理解の状況を理解し、主体的に取り組む態度を育成する。 

 

B 

２
年 

①見通しをもって解決する方法を立案して観察、実験などを行い、

その結果を分析して解釈し、【規則性や関係性】を見いだして根

拠を示した考察をする。 

②ＩＣＴ機器を活用して、自らの考えを記述したり話し合ったり

しながら協働活動を行う。 

 

B 

３
年 

①見通しをもって観察、実験などを行い、ＩＣＴ機器を活用して

その結果を分析・解釈し、【特徴、規則性、関係性】を見いだす。 

②根拠を示した考察をするために、他者との協働を通じて自らの

考えを相対化し、探究の過程を振り返る。 

 

B 

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 
 

４技能の言語活動を通して、簡単な情報や考えなどを主体的に理解したり表現したり

伝え合ったりするコミュニケーションを図る資質・能力を育成する。 

 

各学年の授業改善 

 
学
年 

具体的な取組  取組の効果 

１
年 

①毎時間 Warm-Up で英語を話す活動(Quick Q and A , Chunk Practice , 

Connected Words 等)を取り入れ、話す力を育てる。 

②Section毎にCommunication活動を工夫し、Pattern Practiceでトレーニ

ングを繰り返し行った後で、自分のことや身の回りのことを表現する活

動を取り入れ、表現する力を育てる。 

③ICT機器を活用し、表現したり､話し合ったりする。 

④フォニックスを取り入れ、正しい発音の仕方を身に付けさせる。 

 

A 

２
年 

①毎時間 Warm-Up で英語を話す活動(Quick Q and A , Chunk Practice , 

Connected Words 等)を取り入れ、話す力を育てる。 

②Section毎にCommunication活動を工夫し、Pattern Practiceでトレーニ

ングを繰り返し行った後で、自分のことや身の回りのことを表現する活

動を取り入れ、表現する力を育てる。 

③教科書以外の英語を聞いたり読んだりする機会を設け、理解する力を育 

てる。 

④ICT機器を活用し、表現したり､話し合ったりする。 

 

A 

３
年 

①毎時間Warm-Upで英語を話す活動(Quick Q and A , Chunk Practice , 

Connected Words等)を取り入れ、話す力を育てる。 

②Section毎にCommunication活動を工夫し、Pattern Practiceでトレーニ

ングを繰り返し行った後で、自分のことや身の回りのことを表現する活

動を取り入れ、表現する力を育てる。 

③即興で英語で質問をしたり答えたりする活動を多く取り入れ、必要な情

報を聞き取る力を付けさせる。 

 

A 

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  
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○音楽科 

１
年 

《身に付けさせる学力》 

歌唱、器楽、創作の技能を身に付けるために、曲想と音楽の構造などの関わり

について理解する。 

《具体的な取組》 

身体の使い方を意識した発声で、曲想に合った歌い方ができるようにする。 

２
年 

《身に付けさせる学力》 

歌唱、器楽、創作の技能を身に付けるために曲想と音楽の構造、背景などの関

わりにについて理解するとともに、音楽表現を創意工夫することや、音楽を評

価しながら音楽を味わって聴くことができるようにする。 

《具体的な取組》 

歌詞の内容に合った強弱などの表現を工夫し、曲想にあった歌い方ができるよ

うにする。 

３
年 

《身に付けさせる学力》 

歌唱・器楽創作の技能を身に付けるために、曲想と音楽の構造、背景などの関

わりについて理解するとともに、音楽表現を創意工夫することや、音楽を評価

しながら音楽を味わって聴くことができるようにする。 

《具体的な取組》 

曲の構成や背景を理解し、曲想に合った歌い方ができるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 他 教 科 の  
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○美術科 

１
年 

《身に付けさせる学力》 

①主体的に発想豊かに表現すること、美術や美術文化に対する見方や感じ方を深

める鑑賞に関する基礎的な技能・知識を身に付ける。 

②作品を見つめ感じ取る力や想像力を高め、自分の思いをもち、他者と説明し 

合う力を身に付ける。 

《具体的な取組》 

①表現・鑑賞でＩＣＴを活用し、生徒の興味・関心を高める。 

②鑑賞は共通事項に基づいて作品を鑑賞する。 

③材料や用具の扱い方について繰り返し指導し、定着を図る。 

④色彩の混色について学習する。 

➄主体的に資料収集をすることで、表現に生かす。 

 

２
年 

《身に付けさせる学力》 

①発想豊かに創意工夫する表現、美術や美術文化に対する見方や感じ方を深める

鑑賞に関する基礎的な技能・知識を身に付ける。主体的に美術の活動に取り組

む力を付ける。 

②作品を見つめ感じ取る力や想像力を高め、自分の思いをもち、他者の意見を認

め合いながら説明し合う力を付ける。 

《具体的な取組》 

①表現・鑑賞でＩＣＴを活用し、生徒の興味・関心を高める。 

②鑑賞は共通事項に基づいて作品を鑑賞する。 

③材料や用具を正しく扱い、表現活動をする。 

④主体的に資料収集をすることで、表現に生かす。 

 

３
年 

《身に付けさせる学力》 

①創造的に表現すること、美術や美術文化に対する見方や感じ方を深める鑑賞に

関する基礎的な技能・知識を応用する力を身に付け、創意工夫して主体的に美

術の活動に取り組む力を付ける。 

②作品を見つめ感じ取る力や想像力を高め、自分の思いをもち、他者の意見を認

め合いながら説明し合う力を付ける。 

《具体的な取組》 

①表現・鑑賞でＩＣＴを活用し、生徒の興味・関心を高める。 

②鑑賞は共通事項に基づいて作品を鑑賞する。 

③材料や用具を正しく扱い、自ら課題を発見しながら表現活動をする。 

④主体的に資料収集をすることで、表現に生かす。 
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○保健体育科 

１
年 

《身に付けさせる学力》 

運動やスポーツへの欲求に対応して、自ら進んで取り組み、基礎的な体力を 

付ける。 

《具体的な取組》 

運動の特性に触れさせながら楽しく行い、意欲的に活動することで体力・技能

の向上を図る。 

２
年 

《身に付けさせる学力》 

個々の能力、適性等に応じた課題をもち、課題解決に向けて取り組み、体力・ 

技能を習得する。 

《具体的な取組》 

主体的に学習することによって、計画的に実践、評価の仕方を学び、体力・技

能の向上を図る。 

３
年 

《身に付けさせる学力》 

より深く、より広く運動やスポーツの特性に触れることにより、生涯を通じ 

て運動を実践する力を身に付ける。 

《具体的な取組》 

選ぶという主体的な行為から自主的な運動の取り組みを引き出し、学び合いな

がら体力・技能・理解力・思考力の向上を図る。 

 ＊全学年共通…体力の高め方や技能の習得・向上に必要な知識（用語・コツ・行い方・身につく技能） 

        を、身に付けさせる。 

【具体的な取組】・知識をまとめさせる時間の確保とレポート作成。 

        ・単元別テストによる知識の確認。（定期テスト無し） 

        ・共同学習にて、コーチング練習の実施。 
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○技術・家庭科（技術分野） 

１
年 

《身に付けさせる学力》 

構造的に強度を増す仕組みの理解と材料の加工法を習得する。 

《具体的な取組》 

画用紙での模型を使って、強度を増す仕組みについて考え、板材の加工法を作

業の中から学ぶ。 

２
年 

《身に付けさせる学力》 

エネルギー変換技術とその利用方法を習得する。 

《具体的な取組》 

身近にあるエネルギー変換技術を学び、環境に与える影響やその問題点を 

PCの調べ学習などを通して学ぶ。 

３
年 

《身に付けさせる学力》 

計測と制御について理解をし、簡単なプログラミングができる。 

《具体的な取組》 

LEDスタンドを製作し、そのプログラムを自分で行うことにより、計測・制御

の仕組みを理解する。 

○技術・家庭科（家庭分野） 

１
年 

《身に付けさせる学力》 

衣服の基本的な取り扱いや手入れの方法について理解し、家庭と連携して実践

することができる。 

《具体的な取組》 

①日常生活に必要な補修を、材料や道具を適切に使用し、アイロンがけやまつり

縫いで行う。 

②布を使って生活を豊かにするものを製作する。 

２
年 

《身に付けさせる学力》 

健康的な食生活に必要な栄養素を理解し、焼く・煮るなどの基本的な調理方法

が行えるようにする。 

《具体的な取組》 

① 給食を基本とした一日分の献立を考える。 

② 計量の仕方や、野菜の切り方を身に付ける。 

３
年 

《身に付けさせる学力》 

乳幼児の心身の発達や生活の特徴を知り、子供にとって安心で安全な生活につ

いて考えることができる。 

《具体的な取組》 

① 自分の幼い頃を振り返り、子供の成長に欠かせない大人の存在について考え

る。 

② 身近なものを使用して作ったおもちゃや手作りおやつのよさを考える。 
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○特別の教科 道徳 

１
年 

《身に付けさせる力》 

【自主・自律】 

中学生になったという自覚をもたせ、自主的に考え判断し、誠実に実行する態

度を育てる。 

《具体的な取組》 

①自分の考えを発表したり、クラスメイトの発言を聞いたりする場面を設定し、

自分自身の考えを深めさせる。 

②自分ごととして考えたり、自分自身について考える時間を十分にとり、道徳ノ

ートを活用し表現させる。 

２
年 

《身に付けさせる力》 

【思いやり 感謝】 

正しい判断力を身に付け、互いに思いやりの心をもって、よりよい人間関係を

築こうとする態度を育てる。 

《具体的な取組》 

①自分の考えをもち、クラスメイトの考えを尊重し、より深い話合い活動になる

ように話し合いの形態を工夫する。 

②自分ごととして考えたり、自分自身について考える時間を十分にとり、道徳ノ

ートに表現させる。 

３
年 

《身に付けさせる力》 

【希望と勇気 克己と強い意思】 

目標を設定し、その設定を目指し、希望をもち、困難を乗り越えようとする態

度を育てる。 

《具体的な取組》 

①自分の考えを表現し、クラスメイトの考えを尊重し、自分の考えを深めさせる

活動を行う。 

②自分ごととして考えたり、自分自身について考える時間を十分にとり、道徳ノ

ートに表現させる。 

③他教科との連携を図り、進路選択に向けて、困難にくじけず努力できることの

大切さを繰り返し考えさせる。 
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○特別支援 

《身に付けさせる力》 

①基礎的な生活習慣を確立し、生活リズムを自分で整えられるようにする。 

②適切な言葉遣いと場に応じた態度を身に付け、良好な人間関係を築くよう努力でき

るようにする。 

③苦手分野にも前向きに取り組み、課題をやり遂げる中で自信をつけ、自己肯定感を

高められるようにする。 

④進路実現や将来の自立を目指し、日常生活や社会生活に必要な技能、言動、体力の

向上を目指す。 

《具体的な取り組み》 

①あいさつ、返事を自分からすすんで行えるようにする。 

②自己評価や相互評価、共同学習を通し、メタ認知力の向上を図る。 

③自ら身だしなみに気を付け、整理整頓ができるようにする。 

④視写できる力、メモをとれる力の向上を目指す。 

⑤見通しを持って主体的に学習に参加できるような授業計画を組む。 

⑥あおぞら期末テストを各学期に１回実施し、自身の学力がどのくらいか認識できる

ようにする。 

⑦行事等の振り返り活動を通し、改善点を見つけて次回に生かすことができるように

する。 

⑧朝練習に取り組み、努力する気持ちの育成と体力の向上を図る。 
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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 

○あいさつ運動 

 

○読書活動の充実 

 

 

○補習の実施 

 

○生徒理解 

 

 

 

○小学校との連携 

・PTAや教職員、生徒会が中心となり、あいさつ運動を実施す 

る。 

・K－タイム時に朝読書を行う。 

・昼休み時や長期休業中に図書室の開放を行う。 

・図書委員会による読書週間を実施する。 

・定期テスト前に補習を実施する。（各学年で開催） 

・入試等のテスト前に補習を実施する。（３年生） 

・生活記録ノートを 生徒との交流の１つとして活用し、生徒 

理解を深める。 

・二者面談、三者面談等を通して、教育相談、学習支援、進路 

相談等を実施する。 

・生徒会による、小学校へのあいさつ運動を実施する。 

・小中連携において、情報共有できる取組を実施する。 

家庭教育との連携 

○あいさつ運動 

○家庭との連携 

 

○家庭学習の充実 

 

 

 

○PTA活動の充実 

・PTA、地域の方々の協力による合同あいさつ運動を実施する。 

・学校での生徒の様子等について面談を通して、連携を密にす

る。状況に応じ電話連絡や家庭訪問を実施する。 

・家庭と連携し、「まなびポケット」を積極的に活用すること 

で、家庭学習を充実させ学力向上を図る。 

・中学校の定期テスト期間を、中学校区内の小学校でも家庭学 

 習週間とし、家庭学習を推進する。 

・委員会活動や PTA活動により学校花壇を整備する。 

・PTA活動の一環として、奉仕活動を行う。具体的には、校内の

美化活動、グラウンドの除草や整備などを行う。 

 

 

 

 


