
H20授業改善推進プラン（恩方中学校）

八王子市立 恩方 中学校「平成２０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aqqqqq

○理解しあい、協力する人

○健康で､心豊かな人qqqqq

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・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》（「八王子市学力定着度調査」「児童・生徒の学力向上を図るための調査」の結果から分析できること）

○「八王子市学力定着度調査」の結果から分析できること

・各教科の平均到達度は市の平均値より、国語で3.9ポイント、数学で2.1ポイント、英語で6.2ポイントそれ

ぞれ下回っている。

・各教科の達成率は市の平均より、国語で6.6ポイント、数学で5.0ポイント、英語で12.0ポイントそれぞれ

下回っている。

・学力プロフィールの結果によると、「数学的な表現・理解」「豊かな基礎体験」「学びに向かう力」

「自ら学ぶ力」のポイントが高く、「読む力」「数学的な見方や考え方」「言語文化理解」のポイントが

低い。

○「児童・生徒の学力向上を図るための」の結果から分析できること

・問題解決能力等は、都の平均より1.4ポイント、市の平均より0.7ポイント低い。

○その他

・授業への関心や意欲はあるのだが、基礎的な学力が不足している傾向がある。

《本年度本校における学力向上のための重点方針》

○授業を大切にして、基礎・基本の徹底を図る。・・・反復学習により、基礎・基本の徹底を図る。

○読書活動を充実させる。・・・朝読書や読書１万ページによる読書の習慣化を図る。

○選択授業の充実を図る。・・・生徒の実態に応じ、補充・発展等、内容を明確にして、指導を工夫する。

《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・助言をし

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。

○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。

漢字検定や日本語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。

【数学】少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】少人数クラスの良さを生かした個に応じた指導を行う。３年生では習熟度別クラスを編成

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。

Warm-up questions、ペアワーク、会話練習等を取り入れることによって表現力を高める。
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H20授業改善推進プラン（恩方中学校）

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

毎授業のはじめに腹式呼吸・アエイオアエイオ
ウの発声を行い、呼吸の仕方や口の開け方を
意識させる。
口の形、腹式呼吸を合わせて声の出し方の取
り組みを継続的に行う。

現状と課題 改善策 現状と課題 改善策

・日常生活において、進んで読書を
する生徒があまり見られない。
・文章を書くということに苦手意識を
持っている生徒がいる。

・「課題図書の多読」を課題とし、多読の習慣を
身につけさせる。
・短い文章を書く機会を増やして、繰り返し練習
させる。

（第１学年）教科等の現状と課題及び授業の改善点

・課題に対して期限内に制作しようとする姿
勢が定着している。独創的な発想ができ、表
現する能力の高さに自他共に認められる生
徒が多く、制作への意欲・集中力も全体的に
高い。教科に対する苦手意識は低い。集中
力が低く制作を継続できない生徒への指導
は他生徒への影響もあり、今後の課題であ
る。

・意欲ある生徒には求める目標を達成すべく手
順や方法をいくつか提示し、各自で考えさせて
選択させていく。
・制作意欲が維持できなく、また自信のない生
徒には、一つ一つのステップをわかりやすく示
唆し、目標や課題に向かわせる。

・復習プリント等の使用により、内容のさらなる
定着を図る。
・基礎的な内容を常に意識し、機会があるごと
に教えていく。
・発問やプリントの工夫により、生徒の定着の
具合をより詳しく把握し、授業に還元させてい
く。

・一期はT.T。二期は単純な少人
数。三期は習熟度別の少人数。正
負の基本計算が理解できていない
生徒が若干名いる。

・基本計算の確認テストを繰り返し行う。
・単元終了時に学習内容の復習テストを行う。
・夏休みの宿題として計算練習をし、夏休み明
けにテストをおこなう。

・実験、観察は大変興味をもって集
中してできる。一方、実験内容の教
科書やプリントを読み取る力がや
や弱い。図表を使ったり、計算結果
を使ったりして予測し、見通しを立
てる等が苦手な生徒もかなり多
い。

・実験観察用に分かりやすく書いたプリントを用
意し、事前に対象生徒にも十分理解できるよう
に指導・解説を行う。基礎的注意事項や、実験
用具の基本の操作方法を継続的に指導し、授
業の充実向上を図る。

・授業に関心をもち、意欲的に取り組む生徒
が多い。
・授業へむかう姿勢がよいのに対し、学習内
容が定着していない生徒が多い。
・ドラマやゲームで人気のある時代について
は細かい知識を持っている生徒が多い反
面、時代の順序や世紀と西暦の関係など、
基礎的なことを理解できていない生徒が多
い。

・授業への取り組み姿勢は全体的
に良好である。作品完成へ向けて
よく努力する。提出状況もよい。
・課題にもよるが基礎技能の差が
生じている。一部の生徒は、集中
力が持続できず学習内容が断片
的な理解に留まってしまうことがあ
る。

・毎時ごとにテーマ（授業内容）を明確にし、
ワークシートを用い授業の理解度を深める。
・作業工程を細分化し、ステップを低くすること
により理解しやすくする。
・理解が不十分だったり、作業が遅れたりして
いる場合、補充授業を実施する。

・自分から競技力向上のために練
習を工夫したり、より上を目指した
りしようとする積極性が低い。
・新体力テストの結果を見ても、基
礎体力が低い。

・体力の向上が必要である。特に投力と瞬発
力。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
を行えるように、練習内容を工夫する。

家庭学習の習慣が身に付いておら
ず、既習内容の定着が悪い。基礎
学力と学習習慣が定着していな
い。

①基礎的な語句や英文に関する知識を身につ
けさせるため、スペリングテストや小テストを実
施する。またターゲットセンテンスを暗記させ
る。
②関心・意欲を高めるため、関心を喚起する教
材と指導法を工夫する。

・テーマに対して豊かな発想をして
自ら課題を見つけるという姿勢に
弱さがある。

・テーマに合った資料になるべく数多く触れさせ
ることによって知的好奇心を高める。
・図書やインターネットを活用させ、自ら調べよ
うとする意欲を向上させる。

その他（道徳・特別活動等）
・集団活動において、他人との関わりの中での、優しさや思いやりの配慮が欠如している場合がある。
・委員会や係活動、行事などの日常生活において、個人の責任や役割を自覚し、自主・自律的な態度で行動しようとする姿勢が弱い。
【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。

発声練習の習慣がない。
合唱体験が少ない。
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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

・社会体験の不足から人間関係の
形成が未熟である。

・職場体験学習を通じて社会性を育てると共
に、体験したことを自らの生き方にいかす態度
を育てる。

その他（道徳・特別活動等）
・生徒会や部活動などで学校の中心となるため、諸活動ではリーダーとしての自覚をもたせる。また人任せにしたり指示待ちになったりしないよう、話し合いでは建設的な意見を発言させるとと
もに、集団全体を考えた言動がとれるようにさせる。
・読書活動を充実させ、落ち着いた生活態度で毎日を送らせながら、自主的な学習習慣を身につけさせる。

響きのある歌声が身についていな
い。

口の開け方や歌詞の発音の練習に取り組ま
せ、ハミングや合唱する中で指導する。

現状と課題 改善策 現状と課題 改善策

教科等の現状と課題及び授業の改善点 （第２学年）

・社会的な出来事に関心を払い、
そのことに対して自分の意見を述
べるという力が弱い。
・読書活動を日常の中で取り組め
ている生徒がまだ多くない。

・根拠を明らかにして自分の意見を書いたり発
表したりする機会を増やす。
・同じ課題図書を読む集団読書を多く取り入
れ、多読の習慣を身につけさせる。

授業への取り組み姿勢は全体的に良好である。興味・

関心を抱いている生徒は多いが、表現する能力に自信

のない生徒が多い。意識が高く、それを体現できないと

いう無力感とも受け止められる。

指示されることを期待し、指示された内容を作業するこ

とに安心感を得る傾向にある。基本的知識や技法を応

用し、独自の表現や独創的発想をすることは学年全体

としては乏しい。

・表現の基本を反復して身につけさせることで
制作に結びつけていく。
・学年の傾向や意欲を理解し、制作を持続しな
がら、制作と関連させた美術の歴史や作品等
を用いた鑑賞の授業を充実していく。

・授業に関心を持ち、取り組む生
徒、発言する生徒が多い。
・定期テストなどの結果を見ると、
理解できている生徒とそうでない者
との差が大きい。
・指導内容が多く、じっくり考えさせ
る授業を展開することが難しい。

・地図帳や視聴覚教材などを活用し、生徒の意
欲を高める。
・学習内容が十分理解できるよう、プリントや発
問内容を工夫する。

・授業への取り組み姿勢は全体的
に良好である。提出物の状況もよ
く、作品完成へ向けてよく努力す
る。
・課題により能力差が生じている。
集中力が持続できず学習内容が
断片的な理解に留まってしまう生
徒がいる。

・毎時ごとにテーマ（授業内容）を明確にし、
ワークシートを用い授業の理解度を深める。
・作業工程を細分化し、ステップを低くすること
により理解しやすくする。
・理解が不十分で、作業が遅れる場合、補充授
業を実施する。

・習熟度別の少人数制で指導して
いる。クラス移動は、生徒の希望を
随時取り入れて、より自分に合う授
業を選択できる。

・少人数の習熟度別を生かしたこまめな指導を
より徹底して行う。
・単元毎の基本テストをすることで、学習の徹
底を図る。

・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、すぐに疲れてしまう生徒がい
る。
・運動の能力差が大きく、同じ課題
での指導がやりづらい。

・個々の課題を明確にし、今年度の間に基礎
体力（持久力）の向上を図る。
・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
を行えるように、練習内容を工夫する。

・基礎学力が不足気味であること
は変わらないが、実験・観察には
興味・関心が高まっている。

・教科書では説明だけでよいとされている実験
を演示したり、教師の演示実験を生徒実験に
変更したりして、作業を通して基礎学力を高め
たり、読み取る力を増す。

4つの観点のうち特に「表現の能
力」が低い。基礎となる語彙や文
構造が定着していないことが、大き
な原因と考えられる。

①基礎的な語句や英文に関する知識を身につ
けさせる指導
（スペリングコンテストの実施・小テストの実施・
ターゲットセンテンス理解と暗記指導）
②表現の能力をつけさせるための指導・授業
の中で英語表現の充実（Warm-up questions ,
ペアワーク、会話練習etc)
③関心・意欲を高めるための指導（積極的な
trial-and-error の雰囲気作り・関心を喚起する
教材と指導法の工夫）
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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

・授業中に進んで発言しないなど、
積極性に欠けている生徒がいる。
・自分の意見を論理的に組み立て
て書いたり、分かりやすく発表した
りする力が弱い。

・発問を工夫して、意見を述べやすい環境を整
える。
・論理的な構成を意識した短い文章を書かせた
り、スピーチの時間を積極的に取り入れたりす
る。

全体的に意欲の高い生徒が多い。より高い表現
ができるように目標を持ち、努力することができ、作
品にて自己表現できる。「うまくなりたい・いい表現
がしたい」気持ちが強い。苦手意識のある生徒もい
るが、作品として仕上げられる。

授業に怠惰であり、制作に困難を感じる数名への
指導が今後の課題である。

・課題への構想を、例を挙げながら個人指導
し、表現へと向かわせる。
・簡単な作業を一つずつ指導していくことで、作
業を維持させ構想された完成へと向かわせる。

現状と課題 改善策

・授業に関心を持ち、取り組む生徒
が多い。
・学習意欲のある生徒が増えた。
・理解できている生徒とそうでない
生徒との差が大きい。

・視聴覚教材などを活用し、生徒の意欲、関心
を高める。
・学習内容が十分理解できるよう、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全体的
に良好であり、提出物、作品完成
へ向けてよく努力する。
・課題にもよるが技能に個人差が
生じている。一部の生徒は、集中
力が持続できず学習内容が断片
的な理解に留まってしまうことがあ
る

・毎時ごとにテーマ（授業内容）を明確にし、
ワークシートを用い授業の理解度を深める。
・作業工程を細分化し、ステップを低くすること
により理解しやすくする。
・理解が不十分だったり、作業が遅れたりして
いる場合、補充授業を実施する。

・習熟度別の少人数制で指導して
いる。クラス移動は、生徒の希望を
随時取り入れて、より自分に合う授
業を選択できる。
・基本計算はほとんどの生徒が理
解できるようになった。

・少人数の習熟度別を生かしたこまめな指導を
より徹底して行う。
・単元毎の基本テストをすることで、学習内容
の定着をはかる。

・全体的に運動することが好きな生
徒が多い。しかし、種目の好き嫌
いによって授業への参加意欲が変
わる生徒がいる。競技力向上に向
けて努力できる生徒とそうでない生
徒の意識の差が開いてきている。

・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
を行えるように、練習内容を工夫する。また、個
人カードの利用やグループ活動を、場面に応じ
て取り入れる。

・基礎学力の定着が不足してい
る。
・科学的思考力が不足している。

・基礎問題などを反復して行う。
・実験・観察などを通し目的を把握させる。

４つの観点のうち「表現の能力」が
苦手な生徒が多い。英作文などの
総合的な力を身につけていく必要
がある。

①基礎的な語句や英文に関する知識を身につ
けさせる指導を行う。（スペリングテスト・小テス
トを実施する。またターゲットセンテンスの理解
と暗記をさせる。）
②表現の能力をつけさせるための指導を行う。
（ペアワーク、会話練習などを通して）
③関心・意欲を高めるための指導を行う。
（関心を喚起する教材と指導法を工夫する。）

その他（道徳・特別活動等）
・進路選択の一年間を過ごす中で、将来に対する不安や焦りを抱きがちとなる。
・精神的なストレスや不満のため、他人への思いやりや優しさが薄れたり欠如しがちとなる。
【改善策】
・不安の解消や他人への思いやりを育むため、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。
・副読本や心のノートを利用して、生きがいのある生活が実現できるよう考えさせる。
・行事や生徒会活動などの集団生活を通して、望ましい人間関係を育て、自己を生かせる能力を高める。

和楽器、リコーダー、パーカッション
などの器楽の扱いになれていない
生徒がいる。

様々な楽器を意図的に準備し、器楽の扱いに
ついて段階的に計画していく。

テーマに対して生徒自身が課題を
持ち、解決していく姿勢が弱い。

特に２学期の修学旅行では自分の興味・関心
にあった課題を持たせ、体験学習を行い、得た
情報をどのように伝えるか、発表方法の工夫を
させる。
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