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学校経営方針（確かな学力向上にかかわる内容） 

 

 

 

 

確かな学力向上に向けた具体的な取組 

基礎的・基本的 

な知識・技能の習

得 

国語、数学、英語において、少人数指導、習熟の程度に応じた指導を展開する。また、他教科の一

斉指導でも指導法の工夫を行い、個に応じた指導を充実させる。 

研究の成果である「授業スキル」「学習スキル」の向上を目指して生徒が分かる授業を実践し、知

的な達成感を味わわせる。今年度は授業スキルとして「学習課題を明確にさせた授業」「コミュニ

ケーション力を育成する授業」を､学習スキルとして「授業規律の確立」を毎時間の授業で目指す。

また、全教員が校内研究に則った学習指導案を１つ以上作成し、校内研修会等で研究授業を公開す

る。 

思考力・判断力・

表現力の育成 

 

生徒が授業で身に付けた表現力を活用する場面を授業及び行事や学年・学級の活動に意図的に設定

し、言語活動の充実を図る。 

朝読書を中心にした朝学習の取組を充実させ、授業では身に付かない先人の知識・知恵を補完させ

る。 

主体的な学習態

度の育成、学習へ

の意欲 

始業前に朝読書に落ち着いた環境で取り組ませ、授業に臨む雰囲気づくりをする。 

各教科で指導と評価の一体化を目指した指導計画・評価計画を作成する。 

全員対象の２年次の漢字検定、数学検定、３年次の英語検定に向けて、各学年及び当該教科は計画

的に事前学習に取り組ませる。また、各検定とも３年卒業期までに３級合格を目標とする。 

「生活と学習のサプリノート」を活用し、各生徒の家庭学習の状況を把握するとともに、保護者と

連携を図り、家庭学習の習慣化を目指させ、自学・自習の能力を育成する。 

 

「学習力サポートテスト」「学力向上を図るための調査」「全国学力・学習状況調査」及び１学期

の学習状況の成果と課題    ○結果分析から明らかになった成果  ▲結果分析から明らかになった課題 

 第 １ 学 年 第 ２ 学 年 第 ３ 学 年 

 

 

国 語 

 

 

○思考し、自分の考えや調べた
内容を発信する生徒がほとんど
である。 
○話す態度や声の大きさ、話す
内容の聞き取りはおおむね達成
できている。 
○条件に沿って段落を意識して
書くことができる。また互いに
読み合って意見が言える。 
○説明的文章の内容理解や心情
把握については平均を上回って
いる。 
○漢字の読みはほとんどの生徒
が達成できている。 
▲読解における気持ちの説明
や、作文自体に苦手意識を示す
生徒が多い。 
▲グループ活動（話し合い）を
することが苦手である。 
▲作文を推敲してよりよい文章
にしようとすること、手紙の書
き方は平均を下回る。 
▲全体を通して主題を見いだし
たり、要旨をまとめたりするこ
とは未達成である。 
▲漢字の書き取り・話し言葉と
書き言葉について達成できてい
ない生徒が多い。 

○授業に積極的に取り組み、発
言をする生徒が多い。音読・暗
誦にも意欲的である。 
○提案の仕方を工夫し、ＰＰＴ
を用いたプレゼンテーションに
意欲的に取り組み、場や目的に
応じた発表ができる生徒が多
い。 
○友人の発表をしっかり聞き、
きちんと評価できる。 
○豊かな発想でものをとらえて
書く生徒が多く、論理的に構成
した文章も書けるように成長し
た。 
○文章の内容をとらえることは
概ねできている。 
○漢字や文法ビンゴなどの授業
スキルの工夫や、補習などの学
力補充により、言語事項の理解
力は伸びてきており東京都学力
調査の結果もよいと感じる。 
○古文、漢文に興味関心を持ち、
理解が深まってきた。 
▲ワーク・漢字シートや家庭学
習、定期考査の取り組みが不十
分の生徒が数名おり、学力が定
着しない生徒もいる。提出物に
ついては良好である。 
▲声が小さい生徒や、授業内の

○思考し、自分の考えや調べた内
容を効果的に発信しようとする
生徒が多い。 
○発表する態度、話す内容の聞き
取りはおおむね達成できている。 
○情報を収集して、客観的に書く
ことはほとんどの生徒が達成で
きている。 
○文学的文章の心情把握と説明
的文章の内容理解については平
均を上回る。 
○漢字の読みはほとんどの生徒
が達成できている。 
▲古文や文法（特に付属語）の学
習に苦手意識を示す生徒が多い。 
▲他人の意見を尊重して話し合
いをすることや広げる質問が苦
手である。 
▲作文の材料を吟味すること、手
紙の書き方については平均を下
回っている。 
▲文章の中心的になる部分（主題
や要旨）の読み取りについては下
回る。 
▲漢字の書き取り・付属語の活用
については達成できていない。 

1 各教科の年間指導計画と評価計画の充実を図るとともに、適正な教育課程を実施する。 
2 授業を大切にする規範意識をもたせるための授業規律を徹底し、落ち着いた環境で授業を進める。 
3 授業スキル、学習スキルを充実させ、生徒が分かる授業を実践し、知的な達成感を味わわせる。 
4 各教科等で言語活動を充実させる学習内容を工夫し、表現力を育む教育を推進する。 
5 各種検定の取組やサプリノートの活用を通し、自学自習の意識を向上させ学習習慣の確立を図る。 

 

○考える人になろう  ○心ゆたかな人になろう  ○たくましい人になろう 

 ○みんなのためにつくす人になろう 



学習事項や指示を聞き逃してい
る生徒が数名いる。 
▲論説文を読んで書くことが苦
手で、200字等字数制限のある記
述を諦める生徒もいる。 
▲表現の工夫に着目し、構成を
理解する力が不十分である。 

 

 

数 学 

 

 

○関心が高い生徒が多く、授業
内に積極的に発言できていた。 
○平均の工夫した求め方につい
て様々な見方ができていた。 
○基本的な四則計算をしっかり
とすることができる。 
○数量での法則や、図形での移
動について理解している生徒が
多い。 
▲宿題・ワークなど提出物を出
さない生徒はほとんど出さな
い。 
▲図形の単元について自分のこ
とばで説明できる生徒が少な
い。 
▲学力差があり加法減法もしっ
かりとできない生徒もいる。 
▲試験などで教科書の用語問題
を解けていない生徒が多い。 

○意欲的に課題に取り組みに、
授業に集中する生徒が多い。 
○自分の考えを数学的に表現で
きるようになってきた。 
○「文字式の計算」「連立方程式
の計算」は、ほとんどの生徒が
理解している。 
○「文字式」「連立方程式」は、
ほとんどの生徒が理解してい
る。 
▲文章題や難易度の高い問題で
は、あきらめてしまう生徒がい
る。 
▲問題の意図するところを読み
取ることが出来ない生徒が多
い。 
▲「図形」に関する問題では理
解できていない生徒が多い。 
▲「比例・反比例」など、数量
関係が理解できていない生徒が
多い。 

○授業には、ほとんどの生徒が意
欲的に取り組んでいる。 
○昨年度に比べ、課題に積極的に
取り組んでいる生徒が増えた。 
○課題に積極的に取り組み、授業
内でも正答率は高い。 
○「式の展開」「因数分解」は、
ほとんどの生徒が理解している。 
▲自分自身の意見を発表しよう
とする生徒が少ない。 
▲考えや解決の道筋の表現が不
十分な解答が見受けられる。 
▲定期考査では、ケアレスミスが
多い。 
▲「１次関数」など、数量関係が
理解できていない生徒が多い。 

 

 

社 会 

 

 

○授業規律が遵守できている。
ノート・ワークの提出状況がよ
い。 
○資料・統計が示すことを単元
にむすびつけ、発表することが
できる。 
○資料や統計を読み取り、その
特徴に気づくことができる。 
○世界の地形等を覚え、基本的
な語句・用語について一応の理
解をしている。 
▲一部の生徒に発表が偏り、参
加意欲を見せない生徒も見受け
られる。 
▲論述問題に対し、思考に根拠
が明示されないことが多く、表
現力に課題がある。 
▲資料から地域の気候や生活に
結びつけることが難しい生徒が
いる。 
▲様々な資料と結びつけての理
解ができず、筋道をたてた理解
には至らない。 

○授業規律が遵守できている。
ノートの取り方を工夫できる生
徒もいる。 
○資料が示すことを単元にむす
びつけ、発表することができる。 
○資料や統計等を白地図により
作成できる。 
○世界の地形等を覚え、基本的
な語句・用語について一応の理
解をしている。 
▲一部の生徒に発表が偏り、参
加意欲を見せない生徒が見受け
られる。 
▲論述する問いに対し、積極性
に欠ける生徒が見受けられる。 
▲資料から地域の気候や生活、
歴史的事象に結びつけるのが難
しい生徒もいる。 
▲様々な資料と結びつけての理
解ができず、筋道をたてた理解
には至らない。 

○授業規律が遵守できている。ノ
ートの取り方を工夫できる生徒
もいる。 
○資料が示すことを単元にむす
びつけ、発表することができる。 
○資料や統計を読み取り、その特
徴に気づくことができる。 
○現代社会のしくみについて基
本的な語句・用語について一応の
理解をしている。 
▲一問一答型の発表には積極的
だが、自らの考えを述べることに
は積極的とはいえない。 
▲論述する問いに対し、積極性に
欠ける生徒が見受けられる。表現
力が不足している。 
▲資料から歴史的事象に結びつ
けるのが難しい生徒もいる。 
▲様々な資料と結びつけての理
解ができず、筋道をたてた理解に
は至らない。 

 

 

理 科 

 

 

○関心がある生徒が多く、発言
をする生徒が多い。 
○「てこのはたらき」について
は７割を超える生徒が到達・記
述することができていた。意欲
的に考え表現しようとする生徒
が多い。 
○「ヨウ素液の反応」について
はほとんどの生徒が到達できて
いる。 
○ほとんどの生徒が実験の準
備・片付けまできちんと行うこ
とができる。 
○「動物のからだのつくりとは
たらき」については８割の生徒
が到達できている。 
▲授業の持ち物や宿題などを忘
れる生徒が目立つ。 
▲「動物のからだのつくりとは
たらき」については約７割の生
徒が到達できていない。 
▲「だ液がはたらく適温」につ
いては約５割の生徒が到達でき
ていない。 
▲「植物のつくりとはたらき」
では約７割の生徒が到達できて
いない。 

○前向きに授業を受ける生徒が
多く、質問に対して意欲的に発
言することができる。 
○「植物の分類」については８
割近い生徒が到達・記述するこ
とができていた。 
○「植物のはたらき」について
は９割近い生徒が到達できてい
る。 
○ほとんどの生徒が実験の準
備・片付けまできちんと行うこ
とができる。 
○「地層」「光の屈折」について
は８割を超える生徒が到達でき
ている。 
▲難しい質問に対して発言する
生徒が決まってきている。 
▲資料を比較・関連付けて読み
取る問題では、８割の生徒が到
達できていない。 
▲「ガスバーナーの操作」につ
いては約６割の生徒が到達でき
ていない。 
▲「水溶液」については８割の
生徒が到達できていない。 

○理科的話題に対する関心・意欲
がある。授業は非常に真面目に取
り組んでいる。 
○「動物のからだのつくりとはた
らき」については８割以上の生徒
が到達できている。 
○「化学変化と物質の質量」につ
いて約５割の生徒が到達できて
いる。 
○「気象とその変化」については
約７割の生徒が到達できている。 
▲問題演習を重ねて、学習内容を
定着させていこうという意欲が
乏しい生徒がいる。 
▲「電流とその利用」については
約８割の生徒が到達できていな
い。 
▲「物質のなり立ち」については
約４割の生徒が到達できていな
い。 
▲「電流とその利用」については
約８割の生徒が到達できていな
い。 



 

 英 語 

 

 

○授業に意欲的に取り組む生徒
が多い。持ち物忘れや宿題忘れ
が改善してきた。 
○リスニング能力が高く小テス
トや考査でも７割以上を達成し
ている。 
○小テストなど語彙力を高める
指導を行い多くの生徒は意欲的
に取り組んでいる。 
○会話活動に意欲的に取り組
み、全員が自己紹介のスピーチ
をすることができた。 
▲決まった生徒のみ挙手をして
いる。持ち物忘れや宿題忘れの
生徒が固定になっている。 
▲教科書以外の初見の問題を見
たときに理解できない生徒が多
い。 
▲小テストに対して意欲的に取
り組めない生徒がいる。 
▲教科書の発表をする際にただ
淡々と読む生徒もいるので表現
力をもっと高めたい。 

○授業に意欲的に取り組む生徒
が多い。ペアワークなど積極的
に活動している。 
○絵を見て内容を説明したり、
簡単な自己表現を英語で話した
り書いたりできる。 
○まとまった英文や対話文の聞
き取りは７割程度の生徒が達成
できている。 
○基本的な語彙をほとんどの生
徒が身に付けることができた。 
▲決まった生徒のみ挙手をして
いる。持ち物忘れや宿題忘れの
生徒が固定になっている。 
▲適切な音量での発話や、英語
らしい発音が身に付いていない
生徒が多い。 
▲内容についての英語の質問に
英語で答えたりすることが達成
できていない。 
▲過去形、過去進行形、未来形
など動詞の時制について身に付
いていない生徒が多い。 

○ペアワークやグループ活動に
対する関心・意欲は概ね達成でき
ている。 
○教科書の英文を英語らしいリ
ズムを意識して発音できている
生徒が多い。 
○自分のやったこと、経験などを
過去形、現在完了形などの表現を
使って表現できた。 
○まとまった英文や対話文を聞
いて内容を理解することができ
る。 
○受身形、現在完了形などの簡単
な文法の定着を図ることができ
ている。 
▲間違えを恐れずに発表をする
ことができない生徒がいる。 
▲基本的な文の構造が理解でき
ておらず、自己表現ができない生
徒がいる。 
▲英語の質問を英語で答えるこ
とができない生徒がいる。 
▲比較的長い英文の内容を理解
することが難しい生徒がいる。 
▲基本的な単語、動詞の変化など
身に付いていない生徒がいる。 

調査以外の

教科につい

て の 成 果

（○）と 

課題（▲） 

 

 

＜音楽＞ 
○意欲的な姿勢がみられ、課題提出や実技試験にも積極的に取り組むことができた。 
○創作活動における基本的な学習内容を理解して取り組むことができた。 
○歌唱表現や器楽演奏に必要な音楽要素を理解し、意欲的に表現する姿勢がみられた。 
○ワークシートを活用し言語活動と共に意欲的に取り組むことができた。 
▲意欲的に取り組めない生徒への支援を適宜行う必要がある。 
▲基礎の定着が不足しており、創作活動での自己表現を行えない生徒がいる。 
▲歌唱・器楽の基本的な歌唱法・奏法を理解していない生徒がみられる。 
▲楽曲以外に学習する時代背景や作曲者理解への取り組みが十分ではない。 

＜美術＞ 
○授業の目標に近付くために、指示をよく聞き、積極的に取り組んでいる。 
○アイデアが単調にならないように、構想を深めようとする努力がみられた。 
○毎回行うクロッキーや素描トレーニングに、目標をもって取り組んでいる。 
○作品のよいところを発表や文章等でまとめる力がついてきた。 
▲最後まで粘り強く取り組めない生徒がいる。 
▲個別指導をしても、安易にアイデアを決定してしまう生徒がいる。 
▲基礎基本となる力が身に付いていない為、形を形成し、色を作れない生徒がいる。 
▲評価を気にするのか、作品をじっくり鑑賞し感想を発表できない生徒がいる。 

＜技術・家庭＞ 
○授業のきまりを守り、多くの生徒が意欲的に取り組んでいる。  
○効率よく良く作業を進めていくために、見本や掲示物を用意し、それを参考にしながら取り組ませ
ることができた。 
○基本的な道具や機器の取り扱い方はほとんどの生徒が正しく理解できており、生徒同士で協力する
場面も見られる。 
○基礎的な事項はほとんどの生徒が理解できている。 
▲技術に苦手意識をもった生徒の取り組み方が雑になっている。 
▲授業で学んでいることを生活に役立たせる工夫や技術と社会の関わりを考える力が定着していな
い。 
▲細かくて精度を要する作業に時間をかけてじっくり丁寧に取り組めていない。 
▲作業には熱心に取り組んでいるが、失敗してしまったときの修復の仕方を理解できていない生徒が
いる。 

＜保健体育＞ 
○時間を意識して行動する生徒が増え、全体的にチャイム整列が徹底されてきている。与えられた課
題に対して意欲的な取り組みが見られる。 
○レポートの提出を行い、自己の動作や取り組み方に関する考えを深め、課題の見いだしを行うこと
ができた。 
○自己の技能にあわせた、運動を実施することができた。 
○各技能の動きの特性などは理解できており、活動に生かすことができている。 
▲興味のある種目とそうでない種目との取り組みに対する差が見られる。また、自ら工夫して取り組
む姿勢が乏しい。 
▲動きの名称や規則などの理解が乏しい。 
○チャイムでの整列、元気の良い挨拶なども意識し、準備、片付けにも前向きに取り組もうとする生
徒が多くなった。 
○毎時間の目標に対して、自分の課題を見つけ取り組もうとする生徒が出てきた。 
○基本動作の習得のため、分解、反復の練習をしながら、記録への挑戦ができた。 
○内容などを理解し、テストだけでなく授業内で活用できる生徒が増えてきた。 
▲水泳など苦手な種目になり、積極的に参加できない生徒が数名いる。 
▲知識が充分でないため、自己課題を設定したり工夫して行ったりできない生徒もいる。 
▲基礎体力が低い、運動経験が少ないために、基本動作が習得できない生徒がいる。 
▲正式名称やルールが理解できない、理解していても実技に活用できない生徒もいる。 



調査以外の学

年について 

１学期の学

習における

成果（○）と

課題（▲） 

＜小学校のみ＞ 

第１学年  

第２学年  

第３学年  

 

昨年度の授業改善プランに基づく結果（○）と主な課題（▲） 
○ワークシートの使用により、学習内容が整理され、理解が深まり、興味・関心を高めることができた。様々な形態の
学習活動によって表現力が高まり、お互いを認め合う中でコミュニケーション能力を高めることができた。 
○研修や研究授業等のＯＪＴ体制を活用して、他の教員の授業スキルを参考とすることができた。 
○少人数指導や個に応じた指導を充実させることで授業に興味・関心をもつ生徒が増えた。 
○習熟度が低い生徒への個別指導を徹底でき、全体の基礎学力や技能の向上がみられた。また、一人一人が目標を明確
にし、積極的に取り組むことができた。 

▲基礎・基本の定着に向けた取組と並行して、社会性の育成にも力を入れる必要がある。 
▲家庭学習の習慣が定着していない。 
▲２学級３展開の授業は、時間割編成や場所の確保などの課題がある。 

 

 

 

改善の方針 

 

・基礎学力の定着と確かな学力の向上を図るために、 

個に応じたきめ細かな学習指導を行う。 

家庭学習を習慣化させる。 

社会性を育成する。 

・研修を通して、生徒の社会的スキル･学習スキルの向上や、教師の授業スキル･授業改善や評価に

ついての研究を深めるとともに、ＯＪＴ体制を活用した学習指導力の向上を図る。 

【本校の授業改善に向けた具体的な方策】 

改善のための指導計画 

 

 

 

△国語では個に応じた指導を充実させ、文章読解のまとめに言語（表現）活

動を展開することで、読解力（読むこと）と表現力（話す聞く書くこと）の

向上を図る。身近な生活から話題を探し、文章を読んで自分の表現に活かす

力を身に付けさせる。 

△社会では視覚的教材や班活動・グループ活動等により、指導と実践法を工

夫する。発表形態を工夫し、言語活動の充実をはかり、思考力や表現力を培

う。 

△数学では授業内での言語活動の充実を図る。個に応じた指導の工夫をする。

毎週宿題を出すことで授業の復習ができるようにする。基礎基本の定着と数

学的な見方や考え方の力が向上するように、生徒の興味関心を高め、意欲的

に課題に取り組むような授業の工夫をする。 

△理科では基礎・基本の定着を徹底し，家庭学習の定着を図る。 

コンピュータなどを活用し、イメージがわきやすい授業の工夫をする。実験

はできるだけ少人数で行うようにする。実験レポート作成時、考察の時間を

確保し，思考力や表現力を高める授業を目指す。基礎・基本の定着を図るよ

う、多くの実験や観察を行い、その結果から考察できるようにする。問題演

習を随時入れ、学習内容の定着を図る。 

△英語では一部の生徒だけが活躍するのではなく、全員が意欲的に取り組め

る授業にする。教科書の内容だけでなく教科書から発展した題材やテーマを

用い生徒の意欲を高める。家庭学習の習慣を定着させ単語力や音読力を日々

高めるよう指導していく。ペアワークやグループワークを通して、生徒同士

で教え合える授業にする。技能統合型言語活動を用いて、自分の考えや意見

を話したり書いたりできるようにする。家庭学習を通して単語、基本文の定

着や音読の習慣を身に付けさせる。読む、書く、聞く、話すの４技能が総合

的に身につくように授業を組み立てる。自己表現活動ができるように、基本

事項の定着を図り、英作文指導を行う。発表の技術の向上を図り、間違えを

恐れずに堂々と英語を話す場面をつくる。教科書の英文や比較的長い英文の

音読など繰り返し行い、読解力の向上を図る。 



改善する指導内容 

（教科、領域、観点等） 

改善のための指導方法、指導体制 

国語 

 

・プレゼンテーションやディベートの学習を通して、相手に伝わる工夫を考

えさせる。 

・話し合うことの基本である司会、進行の方法について指導する。 

・手紙の書き方を指導する時間と作文を推敲する活動時間を組み込む。 

・説明的文章の要旨、文学的文章の主題が導き出せるように、ワークシート

や補充プリントの工夫を凝らす。 

・言語事項（漢字や文法）の小テストを行う。 

・スピーチ、討論などの基本的な言語活動の話型の学習を通して、パブリッ

クスピーキングと感動を伝える表現の工夫ができるようにしていきたい。

さらに論理的思考力に支えられた表現力を身につけさせたい。＜話すこ

と・聞くこと＞ 

・２００字・４００・６００・８００字の課題作文を通して、目的に応じて

考えをまとめ、伝わりやすい表現方法を学習させる。＜書くこと＞ 

・主題を読みとる力をつけるために、文章の構成法を学習させ、ワークシー

トを工夫して読みの手がかりとし、生徒の考えを深める。＜読むこと＞ 

・区講師と単元別少人数指導を行い、古典に親しむ態度を養い、語彙力・文

法事項への興味関心を高める。＜言語事項＞ 

・会議形式の話し合い活動を設定し、相手の意見を尊重しながら話したり、

話題を広げる質問をしたりすることを通して『話し合い』そのものについ

て考えさせる。 

・古典の文章を読解する上で内容をおおまかにつかむ活動を取り入れる。 

・授業の冒頭に漢字の小テスト・文法の小テストを行う。 

社会 

 

・ワークシートの使用や班活動・グループ学習が行える機会を設定し、学び

合いの機会を充実する。その際、学習内容に応じて発表場面を設定し、思考

力や表現力を高めていく。 

・学習過程でワークや白地図、プリント等を用い、基礎・基本の定着を図る。 

・地理的要因や歴史的事象に対し、その理由や分析を資料や統計から読み取

り、自らの言葉で表現できるよう指導を行い、言語活動の充実をはかる。 

・時事問題と単元を結びつけ、興味関心を高める。 

数学 

 

・授業内で生徒の学び合いを意識したグループワークを行い、言語活動の充

実を図るとともに生徒の数学的な表現力を高めることを目指す。 

・学力差による生徒の理解の差が生まれないよう、机間巡視の際に個別指導

をする。また、授業外でも適宜支援できるよう努める。 

・復習や繰り返し演習する時間を十分にとり、小テストなどを通して、基礎・

基本の定着が図られるようにする。 

・数学に関するゲームを取り入れた授業を行うなど、生徒の興味関心が高め

られるような工夫をしていく。 

・自分の考えを説明し伝え合う活動を取り入れる。 

理科 ・小テストを随時行い、家庭学習の習慣付けおよび基礎的な知識の定着を図

る。 

・デジタルコンテンツを活用し、視覚的な興味を喚起する。 

・実験では考察を重視し、疑問に対して考え、表現する習慣を付けていく。 

・演習の時間を確保し、テストに読み取り問題を入れ、到達度をみていく。 

・できる生徒からできない生徒へ説明する時間を設け、全体で問題解決して

いく。 

・観察・実験器具をさわる機会を多くし、観察・実験への興味を高めていく。 

・小テストや確認テスト、問題演習を行っていく中で、基礎的な知識を身に

つけていく。 

英語 ・全員が１時間の授業で２回以上は挙手または指名によって発表できるよう

促す。個々の発言や取り組み組みを取り上げ、褒めるなどして一人ひとりが

自信をもてるよう指導していく。 

・教科書の内容だけでなく、スピ－チ、プレゼンテーション、調べ学習など

生徒の興味や関心を高めるテーマを設定し、英語を使って発表する力を養う。 

・家庭学習がしっかりと定着するよう宿題のチェックを毎回丁寧に行い、頑

張っている生徒は個別、また全体で評価し見本となる生徒をたくさん育て宿

題をするのが当たり前になる雰囲気を作る。 

・毎時間ペアワークなどの言語活動を入れ、あいづちなどの基本的な表現を



身に付け、友達の発表や発言から学ぶ場面を設定する。 

・教科書の内容から、自分の考え、意見を話したり書いたりする活動を継続

的に行い、既習事項の定着の運用力の育成を図る。 

・毎時間課題を与え、家庭学習がしっかりと定着するよう確認を丁寧に行い、

学習習慣を身に付けさせる。 

・ペアワークやグループ学習が行える機会を授業内に設定し、生徒同士で教

え合えるような活動を重視して、基礎・基本の徹底が図られるようにする。 

・基本的な知識が定着するよう、単語テスト、単元テスト等を計画的に行う。 

・基本文型が定着するように、音読、書く回数を増やす。 

・ALT と定着を図りたい文法事項を含んだ言語活動を設定し、学習後にスピ

ーキングテストで確認を行っていく。 

・教科書の英文の内容を読んだ後、内容に関して自分の考えや意見を伝え合

う活動を通して、基本文定着と「話すこと」「書くこと」の向上を図る。 

評価活動の工夫 

 

○１、２学期の中間考査の解答用紙に観点別の評価を行い各家庭に通知する

とともに、必要に応じて学習相談（二者面談）を行い、学力の向上を図る。 

家庭や地域との連携の工夫 

 

○「生活と学習のサプリノート」を活用し、家庭学習の充実と習慣化を図る

とともに、保護者と連携した学力向上を図る。 

○学校だより等を通して、学力向上を図る学校の姿勢を、地域・保護者に積

極的にＰＲするとともに、理解と協力を求める。 

検証方法 

 

○小テスト、定期考査、漢字や英語のスペルコンテストの結果、作品、レポ

ート、実技発表などの内容を分析し、定着度を把握し、指導方法や指導内容

等の課題を明らかにする。 

○管理職による授業観察及び教員相互の授業観察を計画的に行い、授業改善

に資する。 

○学校関係者評価委員会による評価、生徒・保護者によるアンケートを実施

し、その結果を分析し、授業改善に資する。 

○校内研究の取組として、研究主題を踏まえた授業を意図的・計画的に実施

し、研究を深め、その成果と課題について検証を行う。 

 

 【学力向上を支えるその他の取組】 

 
○「学習の手引き」（年間指導計画）の保護者への配布、通知、各中間考査後も含めた学習評価と通知の実施 

○全教科における研究授業の実施 

○全教員指導案作成による管理職の授業観察 

○ＯＪＴ体制の下、主幹・主任教諭が担当の若手教員の授業を観察し、指導・助言を行う。 

○生徒・保護者による授業アンケート、学校評議員、外部評価委員による授業観察及び授業評価を行う。 

○朝読書を実施し、読解力・語い力・思考力・想像力を育てる。 


