
臼杵市立東中学校 

１． 平成２７年度学力向上プランの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜具体的取組＞ 

① 校内研修の充実（授業改善計画） 

・生徒指導の３機能の視点を生かした授業づくりと学びの道筋が見える板書の工夫 

・提案授業や互見授業、管理職による授業観察 

 

② 家庭学習習慣の確立 

・授業と連動した家庭学習内容の質と量の工夫・・・家庭学習の手引き 

・毎日の点検活動 

 

③ 学びの３原則の徹底・・・教室掲示と全職員で徹底 

 

④ 個人指導の充実 

・２年数学の習熟度別指導 ・水曜日と木曜日の朝学習 ・学習サポーターの活用 

・各教科における習熟度に応じた指導の工夫    ・・・⑥ 

・テスト前質問教室、テスト後誤答ノートの徹底、長期休業中の学習サポート 

 

⑤ 図書館活用 

・毎月臼杵っこ読書の日（２３日）の取組・・・読み聞かせ 
・朝読書の推進 
・図書専門委員会によるビブリオバトルや読書運動会による読書冊数増の取組 
 

⑥ 教科ごとの学力向上対策（授業・家庭学習・テスト対策・長期休業中） 
 

⑦ 家庭学習の手引き作成 
 

 
 

 

重点目標：子どもが活躍する授業づくり 

達成指標 ①学びの三原則の徹底（達成指標） 

・良い姿勢で授業を受けている生徒          ９０％  

・授業道具忘れ物ゼロの生徒                ９０％ 

・課題について自分の考えをもつ生徒        ８０％ 

②平日の家庭学習時間９０分以上の生徒     ８０％ 

③課題を進んで解決しようとしている生徒  １００％ 

 



２． 効果のある取組事例 

 
 

①  H２５年度と H２６年度は数学の学力向上支援教員の加配があり、２つの学年で

習熟度別指導を行い、低学力層の生徒の基礎基本の定着及び思考力・判断力・表現

力の向上につながった。 
② 学力向上支援教員の「課題とまとめ」が位置づいた授業（課題解決学習）を参考

に、他教科でも学びの道筋が見える板書の工夫が見られ、生徒の学習意欲の向上

につながった。 
 
 
  
  ○朝学習用の教材を使って、TT 体制で授業を行ったことで基礎基本の定着が図られた。 
 
 
 
 
  ○朝読書（２０分）の継続（１年次は毎朝、２年次・３年次は月・金）が読解力・表

現力の向上につながっている。 
  ○専門委員会を中心とした読書推進の活動が定着し、読書をする雰囲気ができている。 
 
 
 
 
 ＜毎日課題＞ 

  漢字ノート２００字 ・英語練習ノート１ページ、自主学習２ページ、 

  受験対策学習（２年次３学期から） 

 
  ○全国平均を上回った学年は、１，２年次に教師が毎日の点検とやり直しを徹底した

こと生徒の真面目さや家庭の協力もあって、宿題やその他の提出率はほぼ１００％

である。 宿題忘れや道具忘れが少ないことが基礎基本の定着や授業の充実、学力

向上につながっている。 

（１）１年次と２年次における数学の習熟度別学習指導（指導法の工夫） 

（２）朝学習（水曜日・木曜日２５分を英語と数学の補充授業を実施） 

（３）読書活動の充実（全校朝読書・図書専門委員会による読書推進） 

（４）家庭学習の習慣化 



      平成２７年度 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
互見授業１年国語 

 

 

 

臼杵市立東中学校 
 



平成２７年度学力向上プラン      臼杵市立東中学校 

１．本校の課題   

＜生徒の課題＞ 

○思考力・判断力・表現力の育成が本校でも課題となっている。 

○学習規律が定着していない。 

 ○学力差が大きい（個人間・学年間） 

  ○家庭での学習時間が平均的にすくない。 

 ○家庭学習で何をしていいのかわからない。 

＜教員の課題＞   

○講義式の授業傾向である。（生徒指導の三機能を意識した授業改善） 

○板書とノートの一体化（課題とまとめの位置づけ） 

○指示があいまい。   ○教科書を読ませる習慣をつけていない。 

○副教材の扱いが十分でない。 

○指導内容の精選。（教材研究の不十分さなど） 

○個人指導の時間が少ない。 

 

２．目標： 子どもが活躍する授業づくり（確かな学力の向上） 

＜達成目標＞   

① 学びの三原則の徹底 

・良い姿勢で授業を受けている生徒     ９０％ 

・授業道具忘れ物ゼロの生徒       ９０％ 

・課題について自分の考えをもつ生徒   ８０％ 

② 平日の家庭学習時間９０分以上の生徒   ８０％ 

③ 課題に対して自分の考えをもって解決しようとしている生徒１００％ 

 

３．対策 

（１）校内研修の充実 

テーマ「 自ら学び考え、主体的に課題を追求することができる生徒の育成」 

    ～生徒指導の３機能の視点を生かして～ 

① 学期１回以上の互見授業・提案授業 

② 学びの道筋が見える板書の工夫 

・課題設定のあり方・考え方（授業での位置づけ） 

・まとめのあり方、考え方 

・生徒指導の３機能（自己決定の場・自己存在感・共感的人間関係） 

・授業の流し方（どんな活動を仕組むか、小学校の流し方との連携） 

  ・個の意見の取り上げ方（子どもの思考が見える板書の工夫） 

・ユニバーサルデザイン（ＵＤ）の授業（特に低学力層への配慮） 

    ワークシートの工夫やＩＣＴ機器の活用 

  ・学びを支える学習集団づくりとして人権同和教育の充実 



・人権週間を毎月設定し、人権（部落差別問題・男女差別・感染症・高齢者差別・子どもの人

権等）及びいじめについて考え、集団づくりを行う。 

・毎学期、学年で共通の部落学習指導案を検討し、一斉に部落解放学習を行う。 

   

（２）家庭学習習慣の確立 

① 授業と連動した家庭学習の質と量の工夫・・・形式的にならず、習熟度に応じたもの 

② 家庭学習調査 

③ 学習の手引きによる指導（１年次） 

④ 家庭との連携（調査報告・啓発）・・・家庭との連携 

 

（３） 学習規律（気がまえ・身がまえ・ものがまえ）の徹底・・・ 掲示 

① 全員の教師が授業のはじめ・中・終わりに生徒の姿勢を正す。（良い姿勢の図を活用） 

② 各教科で持ち物の連絡を徹底し忘れ物ゼロにする。 

 

（４） 個人指導の充実 

① 各教科における習熟度に応じた指導の工夫（授業で、家庭学習で） 

② 朝時間帯（水・木）の補充学習 

③ テスト前後の指導＝質問教室と誤答ノート指導 

④  放課後・長期休業中の補充学習・・・3年生は 2学期後半放課後学習 

⑤ 各種学習サポータの活用 ・・・地域との連携 

・市雇用の学習サポータ（月・水・木の午前中）、臼杵高校生・退職校長 

 

（４）図書館活用 

① 毎日の朝読書・すきま読書・家読書を推進する。 

② 毎月 23 日「臼杵っこ読書の日」の取組 

③図書専門委員会及び国語科による読書冊数増の取組（ビブリオバトル等） 

④ 図書館を活用した授業の推進 

 
（５）年間の校内研修計画 

４月 ４・１５第 1 回校内研修  ４．２８第 2 回校内研修 

５月 ５．１４第 3 回校内研修  ５．２８第 4 回校内研修 

６月 ６．１０第 5 回校内研修  ６．１７ブロック別実践交流会  
６．２４第 6 回校内研修  ○互見授業 

7 月 ７．８第 7 回校内研修   

8 月 ８，６第 8 回校内研修 ８．１８第 9 回校内研修８・２６第 10 回校内研修 

9 月 第 11 回第 12 回校内研修  

10 月 第 13 回第 14 回校内研修 

11 月 １１・８研究発表会  第 15 回校内研修 

12 月 第 16 回第 17 回校内研修  ○互見授業 



1 月 第 18 回校内研修 

2 月 第 19 回校内研修 

3 月 第 20 回校内研修 

 

授業改善計画 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【授業改善テーマ】 
「子どもが活躍する授業づくり」（進んで学ぶ東中） 

【授業改善の重点】 
① 中学びの３原則（姿勢・忘れ物・意見）の徹底 
②「生徒指導の３機能」の視点を生かした授業づくり 

【検証指標②】 
○課題について考えを持つ生徒 

１００％ 
○自分自身を大切な存在と思う生徒   

９０％ 
○人の気持ちを考えた発言ができる

生徒          ９０％ 

【検証指標①】 
○良い姿勢で授業を受けている生徒

９０％ 
○授業道具の忘れ物ゼロの生徒 

９０％ 
○課題を進んで解決する生徒 

１００％ 

【取組指標②】 
○「生徒指導の３機能」の視点を入

れたチェックシートを活用して、互

見授業を毎学期１回以上行う。 
○教師は単元に１回以上問題解決的

な授業を行う。 

【取組指標①】 
○全教職員で授業中の生徒の姿勢を

指導する。 
○各教科で持ち物の連絡・徹底して

忘れ物ゼロを目ざす。 
 

【取組内容②】 
「自己決定の場」「自己存在感を与え

る場」「共感的人間関係を育む場」の

設定 

【取組内容①】 
毎時間「課題・考え・まとめ」が位

置づいた板書の工夫 
 



教科（国語）   

 

 １年 ２年 ３年 

生徒の実態 

（改善すべき点

を中心に） 

・全体的に授業には意欲

的に取り組む。 

・人の意見をじっくり聞

くことができず、一度で

指示や内容を捉えられな

い生徒もいる。 

・小グループでは発表で

きるが、全体ではよく発

表する生徒が決まってき

ている。 

・直感的な発想に優れている

が、じっくり考え、建設的に

意見を言うことができにく

い。 

・人の意見をじっくり聞くこ

とができず、一度で指示や内

容を捉えられない生徒が多

く、授業の流れが途切れる。 

・言語的事項などの基礎的な

力が定着しにくい。 

・落ち着いて、じっくり

真面目に学習に取り組む

ことができ、自分の考え

を文章で表現することが

得意な生徒が多い。 

・相手を納得させられる

ような根拠をあげて、発

言することができにくい

生徒がいる。 

授   業 

＜視点＞ 

① 復習の帯 

②活躍の場（生徒

指導の３機能） 

③板書の工夫 

④ICT 機器活用 

⑤わからない生

徒への対応 

①前時の学習の復習を課

題の設定につなげる。 

②課題に対して個で考え

小グル―プや全体で発表

する場を設定する。 

③「課題」「まとめ」カー

ドの利用。ワークシート

と連携させる。 

④必要に応じて資料等を

書画カメラで提示する。 

⑤個別指導 

①前時の学習の復習を課

題の設定につなげる。 

②課題に対して個で考

え、それを少人数（ペア）

で確認し合う。 

③「課題」「まとめ」カー

ドの利用および現在の学

習内容の可視化。 

④必要に応じてデジタル

教科書や動画などを利用 

⑤個別指導 

①前時の学習の復習を課題の設

定につなげ、できるだけ自分たち

の力で課題を設定させる。 

②課題に対して個で考えた内容

を小グル―プや全体で出し合い、

まとめ、共有し、発表できる場を

設定する。 

③「課題」「まとめ」 

④必要に応じてデジタル教科書

や動画などを利用 

⑤個別指導 

家庭学習指導 

・標準 

 

・低学力層 

・標準 

 漢字 100 字（毎日） 

 漢字マスター（単元別） 

・低学力層 

 手本付漢字100字（毎日） 

 漢字マスター（単元別） 

・標準 

（毎日）漢字 200 字 

（毎時間）予習付き 5 分

間テスト 

・低学力層 

（毎日）手本付漢字 200 字 

（毎時間）予習付き 5 分

間テスト 

・標準 

（毎日）漢字 200 字 

（毎時間）入試によく出

る漢字 

・低学力層 

（毎日）漢字 200 字 

（毎時間）入試によく出

る漢字 

テスト対策 

 

（前） 

 

（後） 

（前）・対策プリント 

・質問教室 

（後）・誤答シート 

 大切なところの復習。 

      やり直しをさせる。 

（前）・対策プリント 

（後）・ふりかえりプリント  

重要ポイント 

   やり直しをさせる。 

（前）・対策プリント 

（後）・ふりかえりプリント 

 重要ポイント 

やり直しをさせる。 

その他（長期休業

中など） 

・学習会（宿題の指導） 

・個別指導 

・学習会（宿題の指導） 

・個別指導 

・学習会（宿題の指導） 

・個別指導 



教科（社会）   

 

 １年 ２年 ３年 

生徒の実態 

（改善すべき点

を中心に） 

意欲的に取り組め、発言

も多い生徒が多い。しか

し、基礎基本を定着させ

る反復学習ができない生

徒が多い。 
漢字が苦手で書くことを

嫌う生徒が多い。 

簡単な問いは意欲的だが

難しくなると自分から考

えようという姿勢に欠け

る。集中して話を聞くこ

とができる生徒が少な

い。既習事項の定着が悪

い。 

真面目に落ち着いて学習

に取り組むことができる

が、既習事項の定着には

差がみられる。考えるこ

とが苦手な生徒が多い。 

授   業 

＜視点＞ 

② 復習の帯 

②活躍の場（生徒

指導の３機能） 

③板書の工夫 

④ICT 機器活用 

⑤わからない生

徒への対応 

 

 

①毎時間授業の最初に前時の

復習を行う。 

②全員が取り組める課題、発

問をつくる。基礎的な知識を

活用して、思考力・判断力に

つなげる。 

③課題を左上に提示する。写

真・図・イラストも取り入れ、

そこから課題を生みだす工夫

をする。 

④難しい言葉は音読して確

認。 

①毎時間授業の最初に前時の

復習を行う。 

②全員が取り組める課題、発

問をつくる。班や全体で意見

交換する場の設定を行う。 

③課題を左上に提示する。 

④写真資料等を効率的に資料

提示するために活用する。毎

時間復習するためにＩＣＴを

活用する。 

⑤難しい言葉などは、個別に

指導する。 

①毎時間授業の最初に前時の

復習を行う。 

②全員が取り組める課題、発

問をつくる。班や全体で意見

交換する場の設定を行う。 

③課題を左上に提示する。 

④写真資料等を効率的に資料

提示するために活用する。 

⑤調べたり考えたりする時間

の十分な保障。机間指導での

個別支援。 

家庭学習指導 

・標準 

 

・低学力層 

・家庭学習で毎日の自主

学習ノートに授業の復習

をさせる。 

・個別の指導で基礎基本

の定着をさせる。 

・家庭学習で毎日の自主

学習ノートに授業の復習

をさせる。 

・個別の指導で基礎基本

の定着をさせる。 

・ワークの提出。教科書

を予習で読んでこさせ

る。 

・小テストプリントに何

度も取り組ませる。 

テスト対策 

 

（前） 

 

（後） 

・テスト前にテスト範囲

のワークを徹底的にさせ

る。思考力・判断力を育

むための問題を授業で解

かせる。 

・テストのやりなおしで

満点をとるように指導す

る。 

・テスト前にテスト範囲

のワークを徹底的にさせ

る。思考力・判断力を育

むための問題を授業で解

かせる。 

・テストのやりなおしで

満点をとるように指導す

る。 

（前）テスト範囲のワー

クを徹底的にさせる。

テスト対策プリント。 

（後）正答率の低い問題

を中心に解説。テスト

のやり直しをさせる。 

その他（長期休業

中など） 

・宿題を確実に取り組ま

せる。 

・宿題を確実に取り組ま

せる。 

・補習授業 



教科（数学） 

 

 

 １年 ２年 ３年 

生徒の実態 

（改善すべき点

を中心に） 

・全体的には授業に意欲的

に取り組めているが、受け

身にならないように全員

に発表の機会を設けてい

るものの、発表する人が決

まってきている。 

・学習習慣が定着していな

い生徒もいる。 

・ノートを丁寧に書けない

生徒が多い 

・自分の考えを持てず、あ

きらめる生徒が多い 

・家庭学習習慣が定着して

いない 

・前向きに取り組む生徒が

多い。自分の考えを発表し

ようとしない傾向がある。 

・宿題を出さない生徒がき

まっている 

授   業 

＜視点＞ 

①復習の帯 

②活躍の場（生徒

指導の３機能） 

③板書の工夫 

④ICT 機器活用 

⑤わからない生

徒への対応 

 

 

①前時の復習で学習内容

をおさえ、本時につなげ

る。 

②班学習で協力して取り

組み、班員内で教え合い、

発表は班全体でする。 

③毎回重要な法則などは

紙に書いて常に掲示する。 

④興味・関心を持たせるた

めに、教科書にある導入の

DVD を使う。 

⑤分かりやすい問題を解

くことで自信をつけ、教師

の説明で理解を深めさせ

る。 

①授業の最初 5 分は前時

の復習や本時の関連事項

で既習事項を復習する 

②ペア学習を中心に、自分

の意見や考えを言える場

を持つようにする 

③三層で書く、ポイントは

囲む、カードの利用 

④活用問題など複雑な問

題を考えやすくするため

に利用する 

⑤班学習、個別指導 

①授業の始めに復習タイ

ムを設定し、本時との関連

を図るようにする。 

②自分の考えを持てるよ

うに課題を提示したあと、

解決の見通しを持たせる 

③三層で書く 

④単元の導入場面で活用

する 

⑤班学習で教え合いをさ

せたり、個別指導の時間を

確保する 

家庭学習指導 

・標準 

 

・低学力層 

数学ノート…全員が自分

の能力にあった問題や授

業の予習、復習を毎日 1

ページする。 

低学力層には昼休み、放課

後を利用して個別指導を

行う。 

・復習スペースを設け、そ

の日に学習する内容を明

確にする 

・テスト前学習で、放課後

の時間に問題集を中心に

指導する 

・復習ページ（スペース）

を設け、本時との関連事

項を復習させる。 

・ノート点検をする 

 

 

テスト対策 

（前） 

（後） 

(前)テスト対策プリント

数学の学習の取り組み 

(後)誤答シート 

間違った問題だけでなく

もう一度大切な問題をや

り直す。 

（前）少しずつ復習タイム

の問題数を増やす。 

問題集を中心に復習させ

る（後）数時間かけて授業

の初めに復習する 

(前）課後学習、問題集を

繰り返し学習させる 

(後)テスト後の数時間は

復習タイムに間違いの

多い問題を取り入れる 

その他（長期休業

中など） 

・学習会 

・個別指導 

・質問教室 

・個別指導 

質問教室 

個別指導 



教科（理科）  

 

 

 １年 ２年 ３年 

生徒の実態 

（改善すべき点

を中心に） 

興味関心が高く、学習に意

欲的に取り組めるが、思考を

深めずに思いつきで発表する

こともある。 

 知識・理解を要する分野に

おいて差が大きい。 

 学習習慣が定着していない

生徒もいる。 

興味関心が高く、学習に意

欲的に取り組める生徒と、学

習全体に対する構えができて

いない生徒との差が大きい。 

知識・理解では、授業中は

理解できているが、定着しに

くい生徒も多い。 

興味関心が高く、学習に意

欲的に取り組めるが、私語が

多く落ち着いていない。発表

を積極的にする生徒が少な

い。 

 学習習慣が定着していない

生徒もいる。 

授   業 

＜視点＞ 

① 復習の帯 

②活躍の場（生徒

指導の３機能） 

③板書の工夫 

④ICT 機器活用 

⑤わからない生

徒への対応 

 

 

①クイズから導入し、復習に

つなげる。（質問形式） 

②自分の考えを持たせる時間

の確保。発表の場の確保。 

③「課題」「まとめ」の掲示。

赤・青・黄チョークの活用。

模造紙を利用した掲示物。

重要語句カード。補助プリ

ント。上下移動式黒板。問

題集と同じ図。 

④電子教科書。自作のパワポ

教材。収集したネット教材、

動画など。 

⑤支援教員の配置。体験的・

日常的な例の提示。 

①毎時間、復習から入る。（単

元によっては小テストを行

う。 

②自己決定の場を必ず設定す

る。また、単元によっては班

活動なども取り入れ、共感的

人間関係の構築を図る。 

③「課題」「まとめ」の掲示 

授業の流れのわかるよう上下

移動式黒板を活用する。 

④電子教科書。収集したネッ

ト教材、動画などを毎時間活

用する。 

⑤支援教員の配置。体験的・

日常的な例の提示 

①クイズから導入し、復習に

つなげる。（質問形式） 

②自分の考えを持たせる時間

の確保。発表の場の確保。 

③「課題」「まとめ」の掲示。

赤・青・黄チョークの活用。

模造紙を利用した掲示物。

重要語句カード。補助プリ

ント。上下移動式黒板。問

題集と同じ図。 

④電子教科書。自作のパワポ

教材。収集したネット教材、

動画など。 

⑤支援教員の配置。体験的・

日常的な例の提示。 

家庭学習指導 

・標準 

・低学力層 

学力関係なく「週末課題」

として、２～４ページ程度の

ワークの問題に土日に取り組

ませ、週明けに点検。 

その週の範囲のワークを取り

組む。低学力層には、個に応

じて別プリントを与える。 

学力関係なく「週末課題」

として、２～４ページ程度の

ワークの問題に土日に取り組

ませ、週明けに点検。 

テスト対策 

 

（前） 

 

（後） 

（前）テスト範囲のワークに

取り組む時間を確保し、事前

に点検。質問教室の時間も確

保。重要語句やワークの問題

や授業中の課題を中心とした

出題を行う。 

（後）重要語句は１０回繰

り返し書くなど、やりなおし

プリントを活用。思考力を問

う問題を中心に時間を確保し

てテスト解説。 

（前）テスト範囲のワークに

取り組む時間を確保し、事前

に点検。質問教室の時間も確

保。重要語句やワークの問題

や授業中の課題を中心とした

出題を行う。 

（後）やりなおしノートに、

なぜ間違ったのかわかるよう

に記入させる。重要語句につ

いては、再テストを行う。 

（前）テスト範囲のワークに

取り組む時間を確保し、事前

に点検。質問教室の時間も確

保。重要語句やワークの問題

や授業中の課題を中心とした

出題を行う。 

（後）思考力を問う問題を

中心に時間を確保してテスト

解説。テスト後に個別指導で

きるように質問教室。 

その他（長期休業

中など） 

補習授業や質問教室。身近に

あるものを利用した教具の開

発。 

長期休業課題を出し、と休業

中にチェックする。低学力層

は、学校に登校させ指導する。 

 補習授業や質問教室。 

身近にあるものを利用した

教具の開発。 



教科（英語） 

 

 

 １年 ２年 ３年 

生徒の実態 

（改善すべき点

を中心に） 

授業中は、大きく元気な

声で、音読をする生徒が

多い反面、音と文字が一

致していない生徒も見受

けられる。中には、小学

校の外国語活動の授業

で、すでにつまずいて、

苦手意識を持っている生

徒もいる。 

１年生の頃から、英語の

基本的な部分（アルファ

ベット・発音等）がわか

らないままにしている生

徒が多々見受けられる。

基本的な土台がないの

で、新しい項目を学習し

てもうまく蓄積ができな

いのが現状。 

全体的に英語学習に対し

て、意欲的に取り組んで

おり、ＡＬＴ来校時には、

主体的に英語を使って、

自己表現しようとする生

徒が多い。しかし、書く

活動に苦手意識を持って

いる生徒も中にはいる。 

 

授   業 

＜視点＞ 

①復習の帯 

②活躍の場（生徒

指導の３機能） 

③板書の工夫 

④ICT 機器活用 

⑤わからない生

徒への対応 

 

 

① フォニックスを継続

的に行う。 

② ペアやグループ活動

を日常的に行う。 

③ 毎時間、「今日のゴー

ル」と「まとめ」のプ

レートを掲示する。 

④ パワーポイントを使

って、視覚に訴える授

業を行う。 

⑤ 個別指導を随時行う。 

①学習済みの項目の単語・文

法の小テストを実施。 

②授業内で自分の考えを持

ち、班などで確認させる。 

③課題・まとめを明示的にし

た板書計画をする。 

④音声を多く耳に入れるよう

にＩＣＴを最大限活用する。 

⑤理解できていない生徒には

放課後の時間等を使って指導

をする。 

① 本文の音読や暗唱、英

単語の小テストを行

う。 

② ペアやグループでス

キット等のアウトプ

ット活動を行う。 

③ 毎時間、「今日のゴー

ル」と「まとめ」のプ

レートを掲示する。 

④ パワーポイントを使

って、視覚に訴える授

業を行う。 

⑤ 個別指導を行う。 

家庭学習指導 

・標準 

 

・低学力層 

・標準…毎日Ｂノートを

活用し、復習する。 

・低学力層…昼休みや放

課後の時間に個別指導を

行う。 

・標準…毎日ノート・Ｂノート・

ジョイフルワーク 

・低学力層…毎日ノート・Ｂノー

ト・１年次の復習プリント 

・標準…Ｂノート、新研

究、語順トレーニング、

総復習問題 

・低学力層…新研究を活

用し、個別指導する。 

テスト対策 

 

（前） 

 

（後） 

（前）・ジョイフルワーク 

   ・語順トレーニング 

   ・質問教室 

（後）・誤答ノート 

   ・Ｂノート 

（前）・対策プリント 

・質問教室 

（後）・誤答シート 

 大切なところの復習。 

      やり直しをさせる。 

（前）・ジョイフルワーク 

   ・語順トレーニング 

   ・質問教室 

（後）・誤答ノート 

   ・Ｂノート 

その他（長期休業

中など） 

・補習授業 

・個別指導 

低学力の生徒への呼び出

し・個別指導 

朝学習の時間にやらせる

英語学習内容の精選 

・補習授業 

・個別指導 



教科（音楽）   

 

 

 １年 ２年 ３年 

生徒の実態 

（改善すべき点

を中心に） 

音楽を聴いたり、鑑賞の

授業の感想を書いたりす

る場面が好きな生徒が多

い半面、歌唱時の声を出

したり、人前で表現をす

ることが苦手な生徒が多

い。また変声期を迎えて

いる生徒については苦手

意識が高い生徒が多い。 

小学校の頃から歌唱の能

力が高く、歌ったり表現

することが得意な生徒が

多い。その半面、考えた

り、音楽を聴いて感じた

ことを文章に書きだすこ

とに苦手意識を持ってい

る生徒が多い。 

基本的に歌唱についても

鑑賞についても意欲的に

取り組む生徒が多い。し

かし覚えた音楽用語や記

号などを楽譜と結びつけ

て考えたりという応用を

取り入れる力がまだうま

くできていない。 

授   業 

＜視点＞ 

② 復習の帯 

②活躍の場（生徒

指導の３機能） 

③板書の工夫 

④ICT 機器活用 

⑤わからない生

徒への対応 

 

 

①前時に学習した歌唱曲

をはじめに合唱する。 

②歌唱についてはパート

練習・座学については小

グループ活動を行う。 

③毎時間「本時の流れ」

を提示する。 

④鑑賞時には映像。楽譜

を提示する場合には書画

カメラを用いる。 

⑤個別指導を行う。 

①前時に学習した歌唱曲

をはじめに合唱する。 

②歌唱についてはパート

練習・座学については小

グループ活動を行う。 

③毎時間「本時の流れ」

を提示する。 

④鑑賞時には映像。楽譜

を提示する場合には書画

カメラを用いる。 

⑤個別指導を行う。 

①前時に学習した歌唱曲

をはじめに合唱する。 

②歌唱についてはパート

練習・座学については小

グループ活動を行う。 

③毎時間「本時の流れ」

を提示する。 

④鑑賞時には映像。楽譜

を提示する場合には書画

カメラを用いる。 

⑤個別指導を行う。 

家庭学習指導 

・標準 

 

・低学力層 

・標準…その日の復習を

するよう声かけをする。 

・低学力…日常で耳にす

る音楽に興味を持つよう

声かけをする。 

・標準…その日の復習を

するよう声かけをする。 

・低学力…日常で耳にす

る音楽に興味を持つよう

声かけをする。 

・標準…その日の復習を

するよう声かけをする。 

・低学力…日常で耳にす

る音楽に興味を持つよう

声かけをする。 

テスト対策 

 

（前） 

 

（後） 

(前)・テスト対策プリン

トを配布する。 

(後)・解説を授業ないで

行う。 

(前)・テスト対策プリン

トを配布する。 

(後)・解説を授業ないで

行う。 

(前)・テスト対策プリン

トを配布する。 

(後)・解説を授業ないで

行う。 

その他（長期休業

中など） 

・ＣＭや日常で耳にする

音楽に興味を持つよう声

かけをする。 

・ＣＭや日常で耳にする

音楽に興味を持つよう声

かけをする。 

・ＣＭや日常で耳にする

音楽に興味を持つよう声

かけをする。 



教科（美術）  

 

 

 

 １年 ２年 ３年 

生徒の実態 

（改善すべき点

を中心に） 

基礎的基本的な知識及

び技能が未熟ではある

が、与えられた課題に対

して最後まで制作に取り

組む生徒が多い。 

 学びの三原則を含め、

集中できる学習環境が不

十分なため、自らの考え

や表現力がなかなか身に

付かない生徒がいる。 

 真面目で素直な生徒も

多く、基礎的な知識及び

技能を身につけようと意

欲はみられる。 

 基礎的基本的な知識及

び技能を習得し、意欲的

に取り組む生徒が多い。 

 しかし、その知識及び

技能を作品に十分に活か

すことができない場面も

見られる。 

授   業 

＜視点＞ 

①復習の帯 

②活躍の場（生徒

指導の３機能） 

③板書の工夫 

④ICT 機器活用 

⑤わからない生

徒への対応 

 

①前時の復習と今日の課題を確認する。ウォーミングアップ（手の運動・発表な

ど）をする。 

②考える視点や方法など

を分かりやすく説明す

る。 

②集中できる環境をつく

り、1人で考えたり、調べ

たりする時間を確保す

る。 

②自分で気づいたことや

考えたことをノートに書

いたり、制作したりする

時間を確保する。 

②ワークシートを活用し、自分の考えやアイデアを振り返る。 

③本時の課題やまとめを書き、授業の流れが明確になるように板書する。 

④技法や着彩方法などの実技や鑑賞、制作のながれにプロジェクターを活用する。 

⑤再度学習内容をおさえる。スモールステップで段階的に学習を進める。机間巡

視やワークシート・作品のふりかえりなどを行い、個人にアドバイスをする。 

家庭学習指導 

・標準 

 

・低学力層 

標  準：身近にある文化的建造物やデザインなどに興味をもつ。美術館に「行

ってみよう」と思う声かけをする。 

低学力層：身近な形や色に興味をもつように声かけをする。 

テスト対策 

 

（前） 

 

（後） 

（前）制作を通して技術を体感し、教科書や美術資料で学習内容を確認する。 

（後）誤答について解説を行い、制作を通して振り返る。 

その他（長期休業

中など） 

 夏休みは、ポスターの課題に取り組み、現代社会のこと、環境のことなどを深

く考える機会にする。また、来学期に向けての作品づくりのアイデアを考える。 



教科（技術）  

 

 

 １年 ２年 ３年 

生徒の実態 

（改善すべき点

を中心に） 

もの作りに対する興味、

関心は高いが化学的な根

拠を持った思考が苦手で

ある。生活体験が不足し、

工具等の使用経験がな

い。そのため基礎的な技

能や安全への配慮、先を

見通した学習活動が展開

しにくい。 

もの作りに対する興味、

関心はとても高いが、科

学的思考の基礎になる基

本的な計算や理論につい

ての知識が不足してい

る。 

情報モラルに対して知識

はあるものの日常の生活

に生かされていない。 

協力して学習に取り組

み、注意して作業をしよ

うとする。一方生活体験

の不足から基礎的な技能

や安全への配慮、先を見

通した学習活動が展開し

にくい。 

積極的に考えを発表しよ

うとする意欲に乏しい。 

授   業 

＜視点＞ 

①復習の帯 

②活躍の場（生徒

指導の３機能） 

③板書の工夫 

④ICT 機器活用 

⑤わからない生

徒への対応 

 

 

①前時の確認。特に実習

においては前時に引き継

いでの作業が多い。 

②自分の考えを持たせる

時間、活動の成果を相互

評価する時間の設定。 

③図を用い視覚的な板書 

学習プリントとのリンク 

④書画カメラを用いての

範示。学習の成果を、Ｐ

Ｃを用いて発表。 

⑤個別指導と生徒相互の

教え合い（作業の見合い） 

①前時の確認。または単

元内での振り返り。 

②自分の考えを持たせる

時間、活動の成果を相互

評価する時間の設定。 

③図を用い視覚的な板書 

学習プリントとのリンク

④書画カメラを用いての

範示。学習の成果を、Ｐ

Ｃを用いて発表。 

調べ学習での活用。 

⑤個別指導と生徒相互の

教え合い（作業の見合い） 

①前時の確認。または単

元内での振り返り。 

②自分の考えを持たせる

時間、活動の成果を相互

評価する時間の設定。 

③図を用い視覚的な板書 

学習プリントとのリンク

④書画カメラを用いての

範示。学習の成果を、Ｐ

Ｃを用いて発表。 

調べ学習での活用。 

⑤個別指導と生徒相互の

教え合い（作業の見合い） 

家庭学習指導 

・標準 

 

・低学力層 

日常的には家庭学習の指

導は行わないが、授業に

関連して、家庭での技術

の利用を調べる場面があ

る。 

日常的には家庭学習の指

導は行わないが、授業に

関連して、家庭での技術

の利用を調べる場面があ

る。 

日常的には家庭学習の指

導は行わないが、授業

に関連して、家庭での

技術の利用を調べる場

面がある。 

テスト対策 

 

（前） 

 

（後） 

（前）・対策プリント 

（授業時に配布した自作

プリント） 

（後）・誤答ノート  

      やり直しをさせる。 

（前）・対策プリント 

（授業時に配布した自作

プリント） 

（後）・誤答ノート  

   やり直しをさせる。 

（前）・対策プリント 

（授業時に配布した自作

プリント） 

（後）・誤答ノート  

      やり直しをさせる。 

その他（長期休業

中など） 

学習した内容にそって生

活の場面で活かせるよう

課題を指示。 

学習した内容にそって生

活の場面で活かせるよう

課題を指示。 

学習した内容にそって生

活の場面で活かせるよう

課題を指示。 



教科（保体） 

 １年 ２年 ３年 

生徒の実態 

（改善すべき点

を中心に） 

体を動かすことが好きな生徒が

多く、運動に意欲的に取り組む。

時間を守って行動したり、周りと

合わせて行動するなど、集団行動

が身についており、学習規律を意

識して活動できる。 

体を動かすことが好きな生徒が

多く、運動に意欲的に取り組む。

時間を守って素早く行動するこ

とができるが、指示をしないと動

けないところがある。 

体を動かすことが好きな生徒が

多く、運動に意欲的に取り組む。

時間を守って素早く行動するこ

とができる、リーダーを中心に臨

機応変に動くことができる。ただ

あいさつや掛け声の声が小さい。 

授   業 

＜視点＞ 

③ 復習の帯 

②活躍の場（生徒

指導の３機能） 

③板書の工夫 

④ICT 機器活用 

⑤わからない生

徒への対応 

 

 

①体力向上のため、ランニング・

ラジオ体操・補強運動を行う。 

②グループ学習を取り入れ、課題

に全員が取り組める場を設定す

る。 

③活動の流れが確認できるよう、

板書したり、掲示したりする。 

④実技の説明などプロジェクタ

ーを活用する。また保健などわか

りやすく説明するためパワーポ

イントを使用する。 

⑤実技などではペアやグループ

等、生徒同士で協力しながら活動

させる。さらに注意が必要な生徒

は必要に応じて声をかける。 

①体力向上のため、ランニング・

ラジオ体操・補強運動を行う。 

②グループ学習を取り入れ、課題

に全員が取り組める場を設定す

る。 

③活動の流れが確認できるよう、

板書したり、掲示したりする。 

④実技の説明などプロジェクタ

ーを活用する。また保健などわか

りやすく説明するためパワーポ

イントを使用する。 

⑤実技などではペアやグループ

等、生徒同士で協力しながら活動

させる。さらに注意が必要な生徒

は必要に応じて声をかける。 

①体力向上のため、ランニング・

ラジオ体操・補強運動を行う。 

②グループ学習を取り入れ、課題

に全員が取り組める場を設定す

る。 

③活動の流れが確認できるよう、

板書したり、掲示したりする。 

④実技の説明などプロジェクタ

ーを活用する。また保健などわか

りやすく説明するためパワーポ

イントを使用する。 

⑤実技などではペアやグループ

等、生徒同士で協力しながら活動

させる。さらに注意が必要な生徒

は必要に応じて声をかける。 

家庭学習指導 

・標準 

・低学力層 

健康管理をきちんとし、

ケガを予防し、病気に気

をつける。 

健康管理をきちんとし、

ケガを予防し、病気に気

をつける。 

健康管理をきちんとし、

ケガを予防し、病気に気

をつける。 
テスト対策 

（前） 

 

（後） 

（前） 
テスト対策問題の作成。

学習内容の確認。 
（後） 
誤答についての解説。 

（前） 
テスト対策問題の作成。

学習内容の確認。 
（後） 
誤答についての解説。 

（前） 
テスト対策問題の作成。

学習内容の確認。 
（後） 
誤答についての解説。 

その他（長期休業

中など） 

学習規律（集団行動の様式）しっ

かりとつくり、生徒ひとり一人が

自ら活動できる力を身につけさ

せる。また、整理整頓の心がけ、

落ち着いて学習に取り組める学

習環境を整える。 

学習規律（集団行動の様式）しっ

かりとつくり、生徒ひとり一人が

自ら活動できる力を身につけさ

せる。また、整理整頓の心がけ、

落ち着いて学習に取り組める学

習環境を整える。 

学習規律（集団行動の様式）しっ

かりとつくり、生徒ひとり一人が

自ら活動できる力を身につけさ

せる。また、整理整頓の心がけ、

落ち着いて学習に取り組める学

習環境を整える。 



家庭学習の手引き    臼杵市立東中学校 

◎決まった場所で、決まった時間に、学習する。 

◎毎日、９０分間以上がんばる。            早いうちに学習習慣を 

◎勉強する時は、テレビや音楽を消し集中してする。     つけた人ほど実りが多い！ 

 

＜家庭学習内容＞   

１． 宿題・ワーク（４０分間） 

○各教科からの宿題は必ずする。 

○宿題がない時は習った範囲のワークをする。 

  ○答えが手元にある時には、必ず○つけをする。 

  ○間違えたところは正しい答えを赤で記入し、もう一度やり直す。 

  ○字や数字は丁寧に書き、習った漢字を使う。 

  ○漢字ノート２００字、英語練習ノートは毎日する。 

 

２． 教科書音読（１０分間）     英語・国語・社会の教科書使用 

○声に出して、スムーズに読めるようにする。 ○ 内容がわかるまで繰り返して読む。 

○大切なポイントに線や印をつける。 

 

３． 自主学習（４０分間） 

○その日に授業で習った学習のノートや教科書を見て、大切だと思うことを自分なりに自主学

習ノートにまとめる。 

○小テストで出題される内容や基本用語などを何度も書いて覚える。 

 ＜国語＞ 

  ○授業のノートをまとめる。 

  ○知らない言葉の意味や重要語句を書いて覚える。 

  ○古文・漢文は本文を読みながら書き写す。 

  ○文法のまとめや、ワークで間違った問題のやりなおしをする。 

＜社会＞ 

 ○授業ノートや教科書を読んで大事なところを自分なりにまとめる。 

○グラフ・表・地図などを読み取り大切なことを書く。 

○基本用語を何度も書いて覚える。 

 ＜数学＞ 

  ○例題を写して解いてみる 

  ○教科書やワーク・プリント等の問題で間違ったところをノートにやり直す。 

 ＜理科＞ 

  ○理科ノートや教科書を読んで大事なところを自分なりにまとめる。 

  ○ワークの問題で間違えたところをもう一度やり直す。 

 ＜英語＞ 

  ○授業ノートや教科書等を見ながら大切なところを書いて覚える。 

  ○ワークや練習問題で間違ったところをノートにやり直す。 

  

 

※その他の教科の勉強も自主学習ノートにしても良い 

※宿題が終わったら、次の日の準備をする。（せっかくの勉強も忘れものでゼロになる） 


