
八王子市立　恩　方　中学校「平成２４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》

○「児童・生徒の学力向上を図るための調査」から分析できること

教科の合計正答率を、東京都と本校で比較してみると

国語 －４．９ポイント（都 ７７．５％ 本校 ７２．６％）

社会 －９．３ポイント（都 ４６．３％ 本校 ３７．０％）

数学 －６．３ポイント（都 ５３．８％ 本校 ４７．５％）

理科 －９．２ポイント（都 ５１．１％ 本校 ４１．９％）

英語 －３．４ポイント（都 ５４．９％ 本校 ５１．５％）

○「全国学力調査」から分析できること

国語 漢字の読みが弱い

文章で答える問題は無解答が尐なく、よく書いている

ローマ字のつまずきが見られる

数学 学力（計算力や思考力）は軒並み低い傾向にある

○本校の傾向

《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。

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

《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。

・自己の進路を考える機会がまだ尐
ないので、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。

・地域の調べ学習を通して、自分が住む地域をよ
り深く理解し、豊かな郷土感を養う。
・「自己を知る」をテーマに、自己理解を深めさせ、
職業学習や具体的な進路決定への基礎を構築す
る。
・各自の興味に沿ったテーマ学習を行い、自己を
深める。

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ち、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、物事を進めるにあたり関心を示さない者がいる。
【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。
・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。

・授業への取り組みはよい。
・基礎計算力や理解力が低い生徒が
多く、授業の進め方に工夫が必要で
ある。
・また、苦手意識も高いため、数学の
学習に向かう意欲を高める工夫も必
要といえる。

・授業の中に計算練習を多くいれ、計算力の向上
を目指す。また、計算の苦手な生徒にとって苦痛
にならないよう時間配分や問題量を考えて行うよ
うにする。
・尐人数授業の利点を活かし、個に対応する授業
を創っていく。その際、できる生徒への対応として
発展的な問題を用意し、どちらにも対応していくよ
うにする。

・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
を保てない生徒が一部いる。
・自発的に課題をみつけて取り組む
生徒が尐ない。

・競技の特性を明確にし、取り組む個人の課題を
明らかにする。
・種目ごとに、学習カードを記入させる。（種目に
よって）
・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。正しい技能を身につけさせ
る。

①クラスにより、学力・授業進度に大
きな差がある。
②基礎・基本の学習能力が身につい
ていないまま中学校に上がってきて
いる生徒が多数見られる。
③質問や発言の面では、どのクラス
も意欲を感じられる。
④提出物などの仕上がりが悪い。

①各クラスで授業のレベルは変えず、一定のレベ
ルと授業進度を保つ。
②理科の学習に必要な基礎・基本の知識は授業
で繰り返し指導を行い、定着を図る。
③生徒が持つ疑問を大切にし、できるだけ多くの
質問や発言を拾い、意欲あふれる授業にする。
④提出物は、より一層厳しく評価をしていく。授業
中に繰り返し提出物の指導を行う。

・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。

・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。

・自己評価カードやプリントの提出状
況などが、クラスや生徒個人によって
差がある。
・漢字や語句に対する基礎的な知識
が不足している。
・論理的な思考力が弱い。

・一日の授業のまとめである自己評価カードや、
授業のワークシートであるプリントの必要性を説
明して提出率を高める。
・毎時間の漢字小テストや意味調べのプリントな
どを通して、基礎学力の定着を図る。
・論理的に整った文章や整っていない文章を読み
比べることによって、論理的な思考力を高める。

・意欲や集中力の差が大きく、制作
の進度に差が出ている。
・技術力に比重が高い課題を行って
いたため、今後はアイデアや知識を
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。

・1つの課題の中で細かい締め切りを作る
・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。
・学習した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。

・授業への関心・意欲は非常に高
い。また、思考力に優れた生徒が多
い。
・理解、定着が不十分な生徒が多く、
授業での努力が試験や成績に表れ
ない生徒が多い。

・考えることを中心にした授業を継続していく。
・授業内での復習の時間の確保や小テストの実
施など、生徒の理解を深め、授業内容を定着させ
るような取り組みを行っていく。

・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日々の授業に
て宿題を出す。また、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
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技術・家

庭
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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ち、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、物事を進めるにあたり関心を示さない者がいる。
【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。
・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。

・授業に関心を持ち、積極的に発言
する生徒が増えてきている。
・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。
・小テストを小まめに行い、達成感を味わえるように
する。

・コ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。

・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。

・基礎・基本の課題にはほとんどの
生徒は意欲的に取り組むようになっ
てきた。
・説明が長くなるとつづけて集中でき
ない生徒が多い。断片的な知識やひ
らめきに頼りがちで、論理的な積み
上げや、構成のある表現にはなかな
か至らない。

・引き続き、各個人の基礎・基本の習得は重視し、
ショートステップで評価し達成感を育てる。
・小刻みな変化のある授業で、より高い内容に誘
導できるよう試みる。活用・探求について、精選し
た課題でじっくり取り組む場面を作る。

・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日々の授業に
て宿題を出す。また、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。
・計算問題への理解力は向上してき
ているが、文章題へ抵抗を感じる生
徒が多い。
・学習内容の定着の差が大きい。

・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、基本
問題の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。

・集中力や基礎体力が不足している
生徒が一部見られる。
・運動の能力差が大きく、同じ課題で
の指導が難しい。

・授業規律を優先した授業を展開し、基礎体力の
向上を目指す。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

・自主的に読書をする生徒が増え、読
書量が増加の傾向にあるが、興味を示
さない生徒も目立つ。
・目的に沿って話の要点を聞き取る能
力は高いが、聞き取ったことを整理し、
条件に基づき解答する力が不足してい
る。
・論理的に思考し、表現する力が弱い。

・図書に触れる機会を増やし、お薦めの本を互い
に紹介し合うことで、読書への興味・関心を持たせ
たい。
・論理的思考が育つような聞き取りの問題を繰り
返し取り組ませる。
・自分の主張とその根拠を明確にする学習を増や
し、論理的な思考力を高める。

・集中して制作が出来ているが、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。
・自席を離れて制作する生徒がい
る。

・1つの課題の中で細かい締め切りを作る
・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。
・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。

　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）
・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、さらに行事等での協力姿勢から、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。

・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。

・自分の将来を見据えて進路開拓を
考えさせたいが、一部に受験校の評
価のみで進路を考える生徒がいる。
・一部に規律ある集団行動をとれな
い生徒がいる。修学旅行等を考える
と不安が残る。

・進路開拓に関して、考え方を指導するとともに、
十分な情報を提供する。
・修学旅行、合唱祭等を通して、協力の大切さと
行事の成功の達成感を通して、規律ある行動がと
れるようにする。

・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。

・与えられた課題に対して積極的に
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。（種目に
よって）
・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。正しい技能を身につけさせ
る。

・多くの生徒が観察・実験には意欲
的に取り組むが、そのまとめや得ら
れた原理などに興味・関心を示さな
いものが増えてきた。
・授業中は静かなものの、板書を写し
ているだけと感じる生徒もいる。
・家庭学習や試験前の復習が不十分
な生徒がいる。

・ほぼ毎時間小テストを実施して、観察・実験の結
果や原理の定着を図る。
・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。
・１年時、２年時の学習内容の定着を図るため、夏
休みの宿題とし、夏休み明けに単元テストを実施
する。

・授業には落ち着いて取り組み、意
欲的に学習する生徒が増えてきた。
・単語や文法事項など既習内容が定
着しておらず、苦手意識を持っている
生徒が多い。
・学習内容の定着の差が大きい。

・朝単語練習や朝単語まとめテストを計画的に実
施し、継続した取り組みの中で成果を感じ、さらに
伸びようとする意欲につなげていく。
・英語通信を通じて、学習内容ややるべき課題を
明確に伝える。
・既習内容の定着を図るため、復習を多く取り入
れる。

・国語に対する関心は全体的に高く、
特に読書を自主的に進められる生徒
が増えてきた。
・漢字の読み取りを苦手とする生徒
が若干多いようである。
・根拠を検証できるような高次の論理
的な思考力のある生徒がまだ尐な
い。

・さらに関心が高まるよう、進路指導と関係付けな
がら、たとえば面接試験に対応できる「話す力」の
育成に重点をおく。
・漢字の書き取りを中心に学習させてきたが、読
み取りの学習も増やしていく。
・自分の主張とその根拠を明確にする学習を増や
し、論理的な思考力を高める。

・全体的に集中して意欲的に制作が
出来ているが、鑑賞の授業の場合な
どは活発な意見が出にくい。
・技術力の高い生徒が多いが技術が
おぼつかない生徒も見受けられる。

・鑑賞の授業や学習は興味を持ちやすい話を織り
交ぜ、文化の継承と創造への関心を高める。
・技術的な部分以外の面を活かせる発想力が必
要な課題を行う。

・授業に取り組む姿勢は良好である
が、発言などの積極性に欠ける部分
が見られる。
・理解、定着は十分な生徒が多い。

・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、受験に備える。
・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日々の授業に
て宿題を出す。また、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


