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八王子市立恩方中学校「平成２１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aaaaaa

○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》

○文部科学省の全国学力調査から分析できること

・平均より国語Ａ（基礎）で4.8ポイント、国語Ｂ（活用）で6.6ポイント下回っている。

・平均より数学Ａ（基礎）で6.0ポイント、数学Ｂ（活用）で7.2ポイント下回っている。

・昨年度に二学年で実施した東京都学力向上調査（主として問題解決能力）においても、

平均より12.6ポイント下回っている。

○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》

○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１万ページ運動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。

全校読書感想文コンクールを実施し、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】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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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

音楽表現の豊かさや美しさを感じ
取り基礎的な表現の技能を身に
つけ創造的に表現する能力を育
てること。

合唱曲に取り組む中、発声においてのどに力
を入れる歌い方（地声）、変声期の声の出し
方を個別に指導する。また、全体合唱では合
唱の発表を目標にしながら、パートの中でお
互い聞き合い美しさを意識させる。

・より関心を持てるように、プリントや発問内
容を工夫する。
・演習の時間を確保し、基礎・基本の定着を
図る。

・コミュニケーション活動に意欲を
もって取り組める生徒が多い。
・表現の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、意欲と自信が保たせ
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。

・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、豊かな心を育成し思いやり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。

教科等の現状と課題及び授業の改善点

・理科に対する興味関心は高く特
に実験観察に関しての取り組み
は意欲的である。
・創造的に取り組む姿勢に生徒
間格差がある。

・興味関心が時に空回りしないように事前の
準備を工夫する。
・座学では基本的演習も取り入れて確実にし
ていく。

・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
アイディ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。

・漢字の読み書き等の基礎学力
が不足している。
・読書体験が不足している。
・長い文章の中から必要な情報を
取り出すのが苦手である。
・図表などの資料と文章との関連
性を読解できない。

・毎時間小テストを繰り返し、間違えやすい漢
字の読み書きについて指導する。
・学校全体の取り組みとして読書１万ページ
を推進し、授業の中でも読書紹介をする。
・長い文章を読ませ、情報の取り出し、段落
構成、資料の読解などを集中的にトレーニン
グする。

・授業に関心を持ち、取り組む生
徒、発言する生徒が多い。
・授業内容が多く、じっくり考えさ
せる授業を展開することが難し
い。

・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。

・地図帳や視聴覚教材などを多様し、生徒の
やる気をより高める。
・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。

・授業に関心を持ち、取り組む生
徒が多い。
・理解できる生徒とそうでない生
徒の差がある。

・授業の課題に真面目に取り組
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。

・基礎体力の向上を行う。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
練習を行えるように、練習内容を工夫する。

・毎時ごとにテーマ（授業内容）を明確にする。
・授業の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、作業が遅れたりして
いる場合、放課後や長期休業中に補充授業を実
施する。

・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。

現状と課題 改善策 現状と課題 改善策

（第１学年）
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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

・基礎体力の向上を行う。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
練習を行えるように、練習内容を工夫する。

・基礎学力は不足しているが、実
験や観察には意欲的に取り組め
る。
・知識はあるが、思考力は見につ
いておらず、回答できないことが
少なくない。

・身近な話題や新聞、書籍などを通じ、実生
活との関連に気づかせる
・家庭科や保健など、他教科との関連を意識
した授業展開を行う。
・実験や観察を積極的に行い、学習内容の理
解を深めさせる。

・授業に真面目に取り組む生徒
は多いが、復習が不足しているた
め、定着に差がある。
・習った事をすぐに忘れてしまうな
どなかなか定着しない生徒がい
る。

・英単熟語テストや小テストなどで復習する機
会を授業の中で多めに設定して定着をはか
る。
・プリントなどを効果的に使用し、説明を明確
に行い理解させる。
・１時間の授業の中で短い時間で繰り返し学
習する機会を多くする。

・授業に関心を持ち取り組む生徒
は多いが、なかなか定着しない生
徒がいる。
・理解力の差がある。

・プリントを活用した学習を中心に行っていく。
・長期休業期間中に補習を行う。
・朝の５分間学習を隔週で進める。

・新体力テストの結果から見ても、
基礎体力が低い傾向にある。
・自分から競技力向上のための
練習を工夫したり、より上のレベ
ルをめざしたりしようとする積極性
が低い。

・より関心を持てるよう、発問内容等を工夫す
る。
・単元の始まりごとに流れを意識させる。
・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。

改善策
・全体的に落ち着いた授業態度、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。それは発
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
いく技術が覚束ないこともあり進めなく生
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。
・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、表現能力と技術
を高めるとともに人に伝わる作品造りの指導
を行なう。

・漢字の書き取り（特に同音異義語）が弱
い。
・目的や場面に応じて、的確に話したり聞
いたりする能力が必要である。
・長い文章の中から必要な情報を取り出
すのが苦手である。
・図表などの資料と文章との関連性を読
解できない。

・漢字の書き取り問題を増やし、正確に覚えるよう
添削指導を徹底する。
・スモールステップでスキル学習を進め、それらを
活用して発表したり聞いたりする機会を増やす。
・長い文章を読ませ、情報の取り出し、段落構成、
資料の読解などを集中的にトレーニングする。

現状と課題 改善策

楽曲構成や豊かさや美しさを感じ
取り表現の技能を伸ばし、創造的
に表現する能力を高めること。

リコーダー奏法において、リズムの取り方、音
の出し方、音符の伸ばし方、ブレスの取り方
を身につけるよう指導する。指導の方法とし
て、フレーズのまとまりを学ばせる。リズムパ
ターンを反復させ拍子を意識させる。

・自己の進路に対して向き合う機
会が少なく今後の進路決定に向
けての能力を高める必要がある。
・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高めると共
に、体験したことを自らの生き方にいかす態
度を育てる。
・事前には職場体験がより充実したものにな
るよう、ハローワークの方に講演いただく等、
多岐に渡った取り組みを行う。

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。

・授業に関心を持ち、取り組む生
徒が多い。
・流れをつかめない生徒が多い。
・以前に比べ、学習意欲のある生
徒が増えてきた。
・理解出来ている生徒とそうでな
い生徒の差がある。

・毎時ごとにテーマ（授業内容）を明確にす
る。
・授業の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。
・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。

現状と課題

教科等の現状と課題及び授業の改善点 （第２学年）
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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

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。

音楽に対する総合的な理解を深
め幅広く鑑賞する能力を高めるこ
と。

日本の民謡などを鑑賞させ、日本固有の表
現に気づかる。自らそれを表現することにより
音楽を幅広くとらえられるよう指導する。

・与えられた課題に対して、図書
資料やインターネット等の機器を
使って調べる力がついてきた。
・調べた事柄を分類・整理して、ス
ライド発表や冊子作りを通して、
わかりやすく伝える技術が向上し
た。

・身の回りの生活や社会生活の中から、自発
的に研究課題を設定し、追究する態度を持た
せる。
・体験的な学習を通して、思考力や表現力を
向上させる。
・共同作業により、わかりやすく編集し発表す
る力を身につけさせる。

・基礎学力が不足気味であることは
変わらないが、三年になり積極的に
授業に取り組む生徒が増えてきた。
・観察・実験に意欲的に取り組むも、
レポートにする力が不足気味である。
・苦手意識ばかりでどこが分からない
のかを理解していない生徒がいる。

・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て、作業を通
して実験の意義を確認させ、発表する力を増す。
・移行措置の部分を活かして、身近な例から生徒
の興味・関心を高める。
・夏休みの課題を通して自分の苦手部分を確認さ
せ、教師に質問できるようにする。

・授業には意欲的に取り組む生
徒が多い。
・復習不足により、基本的な内容
が定着していない生徒が多い。

・長期休業期間中や放課後に補習を行う。
・学習内容が定着するように、復習の時間を
計画的に取り入れる。
・単語小テストを継続的に行い、語彙力の向
上を目指す。

・授業に関心を持ち取り組む生徒
は多いが、なかなか定着しない生
徒がいる。
・理解力の差がある。

・より関心をもてるように、プリント内容等を工
夫する。
・演習の時間を確保し、基礎基本の定着を図
る。
・演繹的な学習時間を増やし、論理的な学習
の苦手意識を軽減させる。

・基礎体力は向上してきているが
まだ不足している。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、基礎体力の向上を
図る。特に持久力を向上させる。
・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。

・授業に関心を持ち、取り組む生
徒が多い。
・以前に比べ、学習意欲のある生
徒が増えてきた。
・理解出来ている生徒とそうでな
い生徒の差がある。

・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
的に意欲的である。
・隔週の授業のため、学習内容が
断片的な理解に留まってしまうこ
とがあるが、最後まで努力しようと
する姿勢が見られる。

・毎時ごとにテーマ（授業内容）を明確にす
る。
・授業の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。
・作業工程を細分化し理解しやすくすると共
に、早期に補充授業を実施する。

現状と課題 改善策
・漢字の書き取り（特に同音異義語）が弱
い。
・古文の読み方に不慣れである。
・段落の役割に意識が低く文章全体の構
成を読み取れない。
・長い文章の中から必要な情報を取り出
すのが苦手である。
・図表などの資料と文章との関連性を読
解できない。

・漢字の書き取り問題を増やす。
・初めて目にする古文を教材として多く扱うよ
うにする。
・長い文章を読ませ、情報の取り出し、段落
構成、資料の読解などを集中的にトレーニン
グする。

・落ち着いて真面目である。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
・鑑賞の授業では、歴史や広い分野の芸術
作品の鑑賞や学習を充実させ文化の継承と
創造への関心を高める。

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３学年）
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