
八王子市立　恩　方　中学校「平成２３年度授業改善推進プラン」

【八王子市教育委員会教育目標】
「あふれる元気」〈健康な心身・活力〉

「かがやく心」〈豊かな知性と感性・個性〉

「仲間とともに」〈協調性・社会性〉

「はばたけ未来へ」〈意欲・積極性〉

の育成に向けた教育を推進する。

［教 育 目 標］

主体的に生き、豊かでたくましい人間の育成を目指して

○自ら考え、学ぶ人

○理解しあい、協力する人

○健康で、心豊かな人

１地域の実態

・市内で最も広い学区域を擁し、昔からの住民と新しい

住民が協力してより良き地域づくりを目指している。

２地域住民・保護者の期待や願い

・安全に学校生活が過ごせることを学校に期待している。

・学校、保護者、地域の連携を密にした学校づくりを期待

している。

３期待される生徒像

・健康で、自立心のある生徒。

《本校の現状》

○平成２３年度都立高校入試 （除自校作成校）における本校の平均点は、都平均点と比較すると以下のとおりであった。

・国語 －３．７ポイント

・数学 －１．４ポイント

・英語 －７．４ポイント

・社会 ＋２．８ポイント

・理科 －３．８ポイント

○本校の傾向

・全体的に落ち着いた授業態度であり、与えれた課題に対してまじめに取り組もうとする生徒が多い。しかし、発展的な課

題に自ら取り組んだり、自分の考えを論理的に組み立てて表現したりする力は弱く、そのため、思考力を問われるような

課題に対しては苦手意識をもつ生徒が尐なくない。それが、学力点の伸び悩みににあらわれていると思われる。

・さらに、集団全体を見ると、上位の者と下位の者にはっきりとした差がうかがえる。生徒の中には、授業への関心・意欲

《本年度本校における学力向上のための重点方針及び具体策》《本年度本校における学力向上のための重点方針》

○学習の習慣づけを促進して基礎・基本の徹底を図る…反復練習や家庭学習を取り入れることにより、基礎・基

本の徹底を図る。

《学力向上の成果の検証及びその評価方法》

○継続的に小テストや単元テストを実施することにより、過去のデータとの比

較・検証をする。

○英語科では会話テスト（Skit）や条件作文を実施し、その評価・結果をもとに

英語活用能力を高められるよう指導・助言していく。ALTとの会話練習や会話

テストを通してアウトプット（表現）能力を評価し、個々の生徒の成果を継続的

に検証していくる。

○放課後や夏季休業中などに面談を実施することにより、生徒の学習面と生

活面の実態を把握し助言する。

《本年度の学力向上の具体策》（いつまでに、どの程度）

【国語】 漢字小テストや単元のまとめの小テストを計画的に行い、基礎的な知識の定着を図る。

漢字検定に取り組ませることにより、日本語の知識を確かなものにする。

読書感想文・社会福祉意見文を実施し、一つのテーマを考え、それを文章に書き表す力を育

成する。

【数学】 尐人数習熟度別クラスの良さを生かした、個に応じた指導を行う。

単元ごとに基本テストを実施する。

【英語】 尐人数クラスの良さを生かした、個に応じた指導を行う。

単元ごとに基本テストを実施する。

関心・意欲を高めるための教材と指導方法の工夫を図る。



教科等 教科等

国　語 美　術

社  会
技術・家

庭

数　学 保健体育

理　科 外国語

音　楽
総合的
な学習
の時間

・意欲的に取り組む生徒が多い。
・大きな声を出して歌う生徒が多い。
・関心を持って楽曲を鑑賞できるが、
感じたことを表現する能力が尐し低
い。
・私語が多く、指示や説明を聞き逃す
ことが多い。

・授業がより意欲的に取り組められるように、クイ
ズ、ゲームを取り入れ、絵で説明する等の工夫を
する。
・班の活動を取り入れ、周りの意見を知る機会を
増やし、発表させる活動を取り入れていく。
・説明するのか、活動させるのかメリハリをつけた
授業展開をしていく。
・授業に集中できるような活動や説明をしていく。

・地域学習(八王子調べ)に取り組み、
個人新聞にまとめる活動を行った。
多くの生徒が自分なりに課題設定は
できたが、調べ・まとめのスキルは個
人差が大きい。野外炊飯・炊き出し
体験に積極的に取り組んでいる。

・福祉体験学習、移動教室に関連した学習で、自
ら課題を設定する体験を積む。調べたり体験から
学んだことを、まとめ発表するスキルについて、相
互に学びあい高めるよう働きかける。

その他（道徳・特別活動等）
・他人の気持ちを察して行動したり、思いやりの気持ちを持つ者が多く、集団生活の中での自分の立場や役割を理解し、協力する事ができる。
・他への思いやりや優しさが欠如しがちな面もあるが集団生活の中で良い人間関係も築けるようになりつつある。
【改善策】
・道徳では授業のみならず、様々な場面を機会と捉えて指導をする。
・心のノートや道徳資料などを活用し、豊かな心を育成し、思いやりのある生活が実現できるように考えさせる。
・班活動や学年集会で相互理解を深めるための取り組みを実施する。

・授業に関心をもち、取り組む生徒が
多い。

・定着力・理解力に差がある

・演習時間を増やし、基礎・基本の定着を図る。

・尐人数授業を行うことにより１人１人に対応した
指導を行う。また、発問内容の工夫やプリント学
習を利用することで関心を高める。

・教師が与えた課題にむけて積極的
に取り組む生徒が多い。活発な生徒
が多く、運動を楽しむ反面、集中して
話を聞く姿勢を保てず、安全面での
不安を感じる。
・自発的に課題をみつけて取り組む
生徒が尐ない。

・競技の特性や取り組み課題を明確にする。
・種目ごとに、学習カードを記入させる。
・教師から個々にアドバイスを行い、工夫して取り
組む姿勢を作らせる。正しい技術を身につけさせ
る。
・ビデオ教材やホワイトボード等を活用し、視覚で
訴える授業も行っていく。

・授業に関心を持ち、積極的に発言
する生徒が多い。
・観察や実験に興味を持ち意欲的に
取り組む生徒が多い。
・私語が多く、授業に真剣に取り組ま
ない生徒が一部見れる。
・生徒間で学力の格差が大きくなって
きている。

・自分の考えを発表させる場を多く設けて、表現
力を高める。
・視覚的な教材を活用し、生徒の関心を引き出
す。
・宿題を効果的に活用し、学習習慣を定着させ
る。
・理解が遅れる生徒に対し、個別に課題を与えた
得たり、指導を行うことで、学習意欲を高める。

・コlミュニケーション活動に意欲を
持って取り組める生徒が多い。
・表現能力の差が大きいので、表現
活動の取り組みに時間がかかる。
・「話す」活動はできるが「書く」活動
になるとできない生徒が見られる。

・音読を継続的に行い、意欲と自信を保たせるよ
うにする。
・定期的なスペリングコンテストや単語小テストを
通して語彙力をつける。また、単文から３文程度
の英作文ができるように課題を与えて練習を積み
重ねる。

・集中している中での聞き取りの能力
は全体的に非常に高い。
・小学校での既習内容（漢字含む）が
定着しておらず、主語・述語の理解に
至っては理解できている生徒が２割
にも満たず補充学習が望まれる。
・論理的に思考し、表現する力が弱
い。

・毎時間漢字小テストを実施するとともに、多様な
語彙を使って表現する授業を展開する。
・文法学習は、スモールステップで学習を進め、学
習シートや学習形態を工夫し、達成感を持たせ学
習意欲を高める。

・授業の課題にまじめに取り組み、全
体的に最後まで丁寧な活動が出来る
傾向にある。
・知識を作品に反映させる制作活動
をしていくことが課題である。

・学習した色彩や構成の知識をより工夫し観る人
に伝える生徒自身の作品を制作させるために、参
考作品の提示やスケッチブックへのアイデアス
ケッチの取り組みを徹底する。
・スケッチブックの点検と生徒との対話により一人
ひとりの構想を把握し、表現能力を高める指導を
行なう。

・クイズ的な演出や、物語的な面白さ
などには強い関心を示すが地味な内
容にはあきやすい。
・一問一答や読図にはよく取り組む
生徒が多いが、文は理解も表現も弱
い。
・小集団での学習で取り組みにくい
生徒が尐なくない。

・導入を工夫し、特に視覚に訴える教材を増や
す。
・精選した内容でじっくり取り組む活動場面を作
る。
・ショートステップで達成感を育て、やる気につな
げる。
・個人の学習活動にしっかり取り組み、成果が見
込めるときにグループ活動を入れる。

・授業への取り組み姿勢は良好であ
り課題解決に向け努力する生徒が多
い。
・授業内容の理解が不充分であり定
着がはかれないため応用や作品に
生かす力が不足している生徒が見う
けられる。

・毎時ごとにテーマ（授業内容）を明確にする。
・授業記録を記入することにより授業の理解度を
深めると共に文章でまとめる能力を高める。
・理解が不十分だったり、作業が遅れている場
合、放課後に補充授業を実施する。
・授業の効率化や定着を図るため長期休業中の
課題や補充授業を実施する。

　教科等の現状と課題及び授業の改善点　　 （第１学年）
現状と課題 改善策 現状と課題 改善策



教科等 教科等

国　語 美　術

社  会
技術・家

庭

数　学 保健体育

理　科 外国語

音　楽
総合的
な学習
の時間

その他（道徳・特別活動等）
・他人の気持ちを察して行動したり、思いやりの気持ちを持つ者が多く、集団生活の中での自分の立場や役割を理解し、協力する事ができる。
・一部の生徒の中に心無いことをいう者や、他人の物を隠したりする者がいる。
【改善策】
・道徳では道徳の授業だけでなく、日常の生活全般で機会をとらえて考えさせる。
・心のノートや副読本などを利用し、豊かな心を育成し生きがいのある生活が実現できるよう考えさせる。
・生徒会活動や学級活動に積極的に参加させ、集団活動の中で望ましい人間関係を育て、自己を生かせる能力を高める。

・座学の授業にも観察・実験にも興
味・関心を持ち、意欲的に取り組む
生徒、理解力がある生徒が多い。
・２年生になってから授業中の私語
が増えだした。
・家庭学習や試験前の復習が不十分
な生徒がいる。

・さらに興味・関心を高めるため、夏休みの課題を
自由研究とし、展示会で発表するとともにPTA主
催のコンテストに応募する。
・授業に集中させるための授業内容を工夫すると
ともに、今の時期の大切さを指導する。
・家庭学習の定着を図るため、家庭学習の必要な
小テストなどを充実させ、指導すべき点が見つ
かった場合には個別に指導する。

・英語を正しく音読することができな
い生徒がいる
・必要な単語や英文を暗記できない
生徒がいる
・与えられた課題に意欲的に取り組
む生徒と、そうでない生徒にわかれ
てきている。

・授業中に教科書の本文の音読を欠かさず行い、
反復練習を励行する。
・英単語や基本文のテストを取り入れる
・意欲的に取り組むことのできない生徒への個別
の働きかけを行う。
・ワークシートを工夫して、意欲を喚起する。

・意欲的に取り組む生徒が多い。
・関心を持って楽曲を鑑賞できるが、
感じたことを表現する能力が尐し低
い。
・歌を苦手としている男子が多い。
・私語が多く、指示や説明を聞き逃す
ことが多い。

・歌や鑑賞の授業がより意欲的に取り組められる
ように、クイズやゲームを取り入れ、絵で説明する
等の工夫をする。
・歌うことが楽しくなるように、声掛けや明るい雰
囲気を作り、気持ちを高めていく。
・説明するのか、活動させるのかメリハリをつけた
授業展開をしていく。

・自己の進路を考える機会がまだ尐
ないので、職場体験実習、その後の
進路学習を通して、自分の将来につ
いて考えさせる必要がある。
・規律ある集団行動をとれない生徒
がいる。公共交通機関を利用した行
動に慣れていない。

・職場体験学習を通じて社会性を高めると共に、
体験したことを自らの生き方に生かす態度を育て
る。
・修学旅行前の校外学習として鎌倉調べに取り組
ませ、集団行動や交通機関の利用法を学び、古
都の歴史や文化に触れる体験学習を行なう。

・授業に関心を持ち、取り組む生徒
が多い。
・復習が不十分な生徒がいる。
・理解出来ている生徒とそうでない生
徒に差が生まれてきた。

・より関心を持てるよう、発問内容等を工夫する。
・学習内容がより十分に理解出来るよう、復習プリ
ントを充実させる。
・総復習の時間を確保し、知識の定着を図る。

・授業への取り組み姿勢は良好であ
り課題解決に向け努力する生徒が多
い。
・授業内容の理解が不充分であり定
着がはかれないため応用や作品に
生かす力が不足している生徒が見う
けられる。

・毎時ごとにテーマ（授業内容）を明確にする。
・授業記録を記入することにより授業の理解度を
深めると共に文章でまとめる能力を高める。
・理解が不十分だったり、作業が遅れている場
合、放課後に補充授業を実施する。
・授業の効率化や定着を図るため長期休業中の
課題や補充授業を実施する。

・授業に真剣に取り組む生徒が増え
てきている。
・学習内容の定着の差大きい。
・筋道を立てて問題を解決することが
尐ない。

・習熟度別に学習を行い、１人１人の生徒に対応
した学習を行う。
・標準クラスでは、基礎基本の定着を心がけ、反
復練習を多く取り入れる。
・挑戦クラスでは応用例を多く取り入れ、発展的な
学習内容を多く取り入れる。

・全体的に基礎体力が不足してい
る。意欲的に取り組むが体力が続か
ず、すぐに疲れている生徒がいる。
・運動の能力差が大きく、同じ課題で
の指導が難しい。
・準備・片付け等は協力して行ってい
る。

・基礎体力の向上を行なう。特に瞬発力や投力を
向上させる。球技種目を増やし、体力の向上に努
める。
・各生徒の能力に合わせた到達目標を設定させ、
自らの課題を意識させる。課題に合う練習を行な
えるように練習を工夫する。

現状と課題 改善策 現状と課題 改善策

・自主的に読書できる生徒が多い
が、古典的な名作などはあまり触れ
ていない。
・複雑な文脈の文章を読みこなせな
い。
・漢字の小テストによく取り組んでい
るが、広い範囲の復習テストをすると
あまり定着できていない。

・古典的な名作にふれる機会を持たせ、調べ学習
などを通して、さまざまな文学作品に関する知識
を広げる活動を取り入れる。
・接続詞や指示語などを手がかりに論理的に文章
を読み解く力を高め、さらに自分の意見を論理的
に表現できる力も育てる
・定期的に復習のための漢字テストをおこなう。

・全体的に集中力の高い生徒が多い
学年であるが、わずかの生徒に制作
への躓きがある。発想や想像するこ
とに自信が無い場合が多い。
・制作への発想力の高い学年であ
る。しかし、発想力が高いが故にそれ
を表現していく技術がおぼつかない
生徒も見受けられる。

・透視法等の基本技術や色彩学を毎時間復習し
説明する。
・アイデアスケッチの点検と生徒との対話により一
人ひとりの構想を把握し、表現能力との技術を高
めるとともに人に伝わる作品造りの指導を行なう。

　教科等の現状と課題及び授業の改善点　　 （第２学年）



教科等 教科等

国　語 美　術

社  会
技術・家

庭

数　学 保健体育

理　科 外国語

音　楽
総合的
な学習
の時間

その他（道徳・特別活動等）
・生徒会や部活動また諸活動にてリーダーとしての自覚や責任ある言動が十分でない面があるが最高学年としての資質が高まってきた。
・まだ十分に心が育っていない生徒もいるが、全体的に思いやりや優しさを持ってすごし、充実した学校生活が送れている。
【改善策】
・行事や諸活動の機会を多くし積極的に関わらせることにより最高学年としての自覚を高める。
・日常的に課題提示や副読本・心のノートを活用し自己理解や他への思いやりを育てる。

・意欲的に取り組む生徒が多い。
・・関心を持って楽曲を鑑賞できる
が、感じたことを表現する能力が尐し
低い。
・歌の授業は男女共に声を出し、楽し
く歌う様子が見られる。
・私語が多く、指示や説明を聞き逃す
ことがたまにある。

・歌や鑑賞の授業がより意欲的に取り組められる
ように、絵で説明する等の工夫をする。
・技術面の向上ができるように発声の指導等を多
く取り入れる。
・説明するのか、活動させるのかメリハリをつけた
授業展開をしていく。

・与えられた課題に取り組む姿勢や、
それを解決する能力には向上が見ら
れるが、自ら新たな課題を発見する
能力や姿勢に弱い面がある。
・調べ学習を通じ、インターネットを始
めとするパソコンの操作が上達した。

・体験的な学習を通して、生徒の興味・関心を引き
出し、そこから新たな課題を見つけさせる。
・学習の成果を再検討させ、さらに深めることで、
より深い課題を見つけさせる。
・パソコンを使用する機会を増やすことで、パソコ
ンを使ってよりよい作品や発表ができるように、生
徒に工夫させる。

・授業に真剣に取り組む生徒が増え
てきている。
・理解できる生徒とそうでない生徒の
差がある。
・学習内容の定着の差大きい。

・習熟度別に学習を行い、１人１人の生徒に対応
した学習を行う。
・標準クラスでは、基礎基本の定着を心がけ、反
復練習を多く取り入れる。
・挑戦クラスでは応用例を多く取り入れ、発展的な
学習内容を多く取り入れる。

・教師が与えた課題にむけて積極的
に取り組む生徒が多い。また、準備
や片付け等、仲間と協力して行うこと
が出来ている。
・自発的に課題をみつけて取り組む
生徒が尐ない。

・競技の特性や取り組み課題を明確にする。
・種目ごとに、学習カードを記入させる。
・教師から個々にアドバイスを行い、工夫して取り
組む姿勢を作らせる。正しい技術を身につけさせ
る。

・授業や実験には興味・関心を持ち、
意欲的に取り組む生徒が多い。
・基礎・基本的な学力が不十分であ
り、家庭学習も身に付いていない生
徒が多い。
・科学的思考力が低く、自分で実験
結果から考察を推測する力が不足し
ている。

・より意欲・関心を持てるように、身近な体験と授
業内容をリンクさせた授業を工夫する。
・授業内容の基本を徹底できるよう家庭学習が必
要な小テストなどを充実させ、その結果から自分
の理解の度合いを把握させる。
・実験後の考察の時間を充実させ、目的などをよ
り深く理解させる。

・視ること、聞くこと､理解しようとする
力、感じる力がこれから大いに求め
られる。　　結果、現状として､既習単
語の定着、語法の理解、運用がそれ
なりの水準に達していないところが見
受けられる。

・あらかじめ覚えた英文を書く小さなテストの継続
によって書けたという達成感を味わう。文法事項
の説明は日本語、英語の構造の違いに留意し、
ゆっくり丁寧に理解の確認を得ながら行う．基本
英文をもとにした応用英作文、口頭英作文など
で､言葉に対する粘着力を深める。声に出して繰
り返し言いながら英語に馴染む作業の継続。

・落ち着いた授業態度で、関心も高
い。
・毎時間の漢字小テストは、熱心に
取り組む生徒が大部分であるが、
まったく勉強をしなかったり白紙で提
出する生徒もごくわすかいる。
・自分の意見を発表したり、論理的に
思考する力が弱い。

・視覚に訴える教材を工夫し、関心を引きつける
授業作りを研究する。
・すべての基本である漢字の大切さと、やれば必
ず身に付くということを繰り返し説明していく。
・自分の意見を書いたり発表したりする機会を多く
増やす。
・論理的文章を鍛える演習を意図的に取り入れ
る。

・落ち着いてまじめである。指導を一
つ一つ着実に身につけていく学年で
あり、制作の完成ビジョンも高い。
・鑑賞の授業においても深い理解が
出来る生徒が多い。

・実技指導において、基本的技術指導は全体指
導で行なう比重を高くし、個人指導では応用的技
術指導を行なう。
・鑑賞の授業や学習を充実させ文化の継承と創
造への関心を高める。

・授業に関心を持ち、取り組む生徒
が多い。
・地理歴史に比べて、関心は高く、結
果を出せる生徒が多い。
・理解出来ている生徒とそうでない生
徒に差が生まれてきた。

・より関心を持てるよう、発問内容等を工夫する。
・学習内容がより十分に理解出来るよう、復習プリ
ントを充実させる。また、宿題も継続して出す。
・しっかりした演習の時間を設ける。
・総復習の時間を確保し、知識の定着を図る。

・授業への取り組み姿勢は良好であ
り課題解決に向け努力する生徒が多
い。
・授業内容の理解が不充分であり定
着がはかれないため応用や作品に
生かす力が不足している生徒が見う
けられる。

・毎時ごとにテーマ（授業内容）を明確にする。
・授業記録を記入することにより授業の理解度を
深めると共に文章でまとめる能力を高める。
・理解が不十分だったり、作業が遅れている場
合、放課後に補充授業を実施する。
・授業の効率化や定着を図るため長期休業中の
課題や補充授業を実施する。

　教科等の現状と課題及び授業の改善点　　 （第３学年）
現状と課題 改善策 現状と課題 改善策


