
平成２７年度学力向上プラン（改訂版） 日田市立五馬中学校
学力向上推進計画
１　学力の現状 ３　学力向上に向けた具体的な取組 ４　年度末における目標値 ６　学力補充のための重点的な取組
平成２６年度学力調査結果（１月実施分）：正答率を入力 平成２７年度学力調査（１月実施分）目標値 【授業における取組】
新中１（日田市実施学力調査） 日田市実施学力調査

【家庭学習】
新中２（日田市実施学力調査）

５　平成２７年度学力調査結果 【春休みの課題】
中１（日田市１月実施分）

新中３（日田市実施学力調査）

中２（日田市１月実施分） ☆自校における目標値を設定する。
☆記載項目とは別に独自に指標を
　　設定してもよい。
【達成指標】 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

○ 中２数学　県比　 104
○ 中３数学Ａ　全国比 110
○ 中３国語Ｂ　全国比 100

２　課題 ○ 中３数学Ｂ　全国比　 100
○ 51
○

○

【取組指標】 市目標値１００％ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

○

○

※ 全学級数→ 3
○

※年度当初に１学期の取組を記述する。
※具体的な対策についての学期ごとの評価は、測定可能な数値や日常の取組を評価して次のように行う。

◎＝100％以上、○＝80～99％、△＝60～79％、×＝60％未満
※学期ごとに評価を行い、次学期の取組・取組指標を設定する。 ＠

校内研究推進計画
１　研究主題


２　研究仮説



３　具体的な取組（学力向上の観点から記述する）

※互見授業週間（６月１７日～６月３０日）　 ※互見授業週間（１１月５日～１１月２０日）　 ※互見授業週間（１月１８日～１月２９日）　

・「な」を使った論理的に説明する時間5分の設定。

・オリジナル生活ノートによる，「3つの生活時間」
の固定化に向けた毎日のPDCA。
・定期考査に活用問題の出題。
・各教科の発表集会を月1回開催する。

・読書記録の提出（週１回）
・生活どん良くノート指導（毎日）
・自主学習ノート指導（毎日）

・読書記録の提出（週１回）
・生活ノートの指導（毎日）
・自主学習ノートチェック（毎回）
・積極発言強化週間の実施(月１回)

・生活記録ノート指導（毎日）
・セミナーノート，問題シートチェック（毎回）
・5教科の基礎強化（毎日）
・宿題忘れZEROweek（毎月１回）

・評価についての研修
・各教科の言語活動についての研修
・「活用型」授業についての研修
・図書館活用についての研修
・校内授業研究会（論理的説明力の向上１年部）
・校内授業研究会（人権教育２年部）
・特別支援教育についての研修
・不登校生徒理解のための研修
・五馬中体力向上プランについての研修
・県学力調査の分析

100

評価

100

評価

読書から得られた幅広い知識や語彙，また，論理的に物事をとらえる力を基盤に，説明の仕方を「話型」の基本
型の一つである「なぜなら」を必ず取り入れて発表させたり，授業の中で「5分間説明タイム」で説明する内容を
じっくり吟味する時間を保障したりすれば，活用力を身につけ，仲間とともにたくましく生きる生徒の育成が図ら
れるであろう。

家庭・地域との協働（８月）

家庭・地域との協働（２月）

75

①朝読書の記録を取り，評価していくことで，読書の習慣化や，読解力の向上を図る。
②「第三次とりまとめ」にある「隠れたカリキュラム」の考え方を参考にした人権が尊重される学習活
動づくり，人間関係づくり，雰囲気づくりを意識した学校づくりを行うことで，誰もが自由に意見を述
べることができる教室環境をつくり，周りもそれを受け入れる態度を育成する。
③授業規律「五馬中授業真剣勝負」の徹底を図る。
④１時間の授業の中に，班やグループ，ペアでの活動を組り入れ「聞き方・話し方」の向上を図るた
めの統一指導を行う。（「なたもだ」の使用）
⑤自分の意見や思考したことを一度ノートに書かせ，根拠をあげながら，教科の用語を用いて，「な
ぜならば」を使い根拠を入れて説明する時間（5分間）設定する。
⑥実験レポートを出させたり，学習した内容をできるだけ自分のことばでまとめて書かせたりする。
⑦定期テストや週末課題に，活用問題を取り入れる。
⑧図書館を活用した授業実践をする。
⑨1単元1時間以上の活用型授業を実践する。
⑩生徒会の活動と連携したブックトークを行うことで，お互いの読書活動の意欲・関心を高めあった
り，読書の振り返りをしたりする。

（２）図書館を活用した授業取組月間

学校図書館を活用した授業　年間
２回以上実施学級数割合（％）

「活用力を身につけ，仲間とともにたくましく生きる生徒の育成」
　～授業の中で論理的に説明する力をつけることで，自己肯定感を高め，ともに学ぶ意欲を高める指導の工夫
～

☆学校図書館を活用した授業　年間２回以上実施学級数割合（　　％）

・総合的な学習の時間における情報収集のしかたについて
学力向上を目ざした各教科における図書館の活用について
・朝読書の充実
・職員読書の回覧
・親子読書の推進
・図書館の環境整備

☆評価　互見授業実施回数（　３０　）

３学期１学期

・総合的な学習の時間における図書館の活用計画作成
（４月）
・各教科における図書館の活用計画作成（４月）
・教科における図書館活用の実践例研修会（５月）
・図書館を活用した校内研究授業の実施（６月・９月・10
月）

　　５　年間計画（※「活用型」授業についての研修・授業実践については必ず記述する。）

☆評価　互見授業実施回数（　　　　　）

２学期

☆評価　互見授業実施回数（　　　　　）

４　学校図書館を活用した授業推進計画
（１）校内研修

評価

【取組指標（測定可能な数値）】 【取組指標（測定可能な数値）】

・同和問題の研修
・特別支援教育についての研修
・全国学力・学習状況調査の分析（夏季休業中）
・校内授業研究会（論理的説明力の向上3年部）
・体力向上についての研修

・研究のまとめ
・ＳＮＳに関する研修

#DIV/0!

【具体的な取組】

#DIV/0!

(重点的取組）

〈家庭との協働〉

【具体的な取組】
〈家庭との協働〉３つの生活時間を身に付けた生徒の育成

【取組指標（測定可能な数値）】

Ｂ問題対応授業（国・数）実施学級
数割合（％）

（上記以外の学校独自指標）

【取組指標（測定可能な数値）】

（取組指標）

五馬中オリジナル生活ノートの【３つの生活時間】を
確認して，固定化を図る

保護者は，週末に，オリジナル生活ノートを確認しサ
イン欄に記入する。

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

中２英語県調査偏差値

（上記以外の学校独自指標）

評価

授業がわかると感じている生徒の
割合（中２）【具体的な取組】

（取組状況）

（今後の具体的取組）

・朝読書の実施,感想
・自主学習ノート1日1ページ
・「ペンだこタイム」…自学ノート５教科
・昼休み,放課後の個別指導
・生活記録ノート日記（3行以上・25字以上）
・授業や学活で説明の時間を保証する
・各教科の週末課題に活用問題を入れる。
・保護者と連携した3つの「いつ間タイム」を確
立し，家庭学習の習慣づけ

・朝読書の実施,感想
・「ペンだこタイム」…自学ノート５教科
・生活ノートの４行日記（漢字30字以上）
・授業や学活で説明の時間を保証
・週末課題や定期テストでの活用問題
・保護者と連携し３つの生活時間を管理，
特に勉強開始時間の徹底
・積極発言の強化

・授業や特活での説明する時間
・セミナー学習の定着
・｢朝自習・ペンだこタイム｣…セミナー
･生活ノートの４行日記(漢字30字)
・保護者と連携した生活時間の自己
管理
・放課後学習会・質問教室
・週末課題や定期テストでの活用問題

平均正答率

本校

日田市
日田市全国比

#DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

社会 数学

平成25～27年度間成果指標

英語理科

#DIV/0!

#DIV/0!
県・全国調査における平均正答率

64.9

【国語】漢字の読み書き，文法，段落構成，情報を分類整
理しての読み取り，自分の考えや主張をわかりやすく正確
に伝える力，言語事項，人物の心情とその変化を推察する
力を身につけさせる必要がある。
【社会】基礎基本を身につけさせるため重要語句の小テス
ト，単元テストの実施を行う。また，活用力をつけるため，
自分の考えを持ち交流する場を多く持たせ，活用できる力
をつけさせる必要がある。
【数学】やや複雑な計算や，グラフや式の意味を読み取る
ことに課題があり，関数・図形の分野で，筋道だてて説明し
ていく力の育成が課題となる。また，基礎基本の定着にも
努める必要がある。
【理科】既習の基礎的な内容を根拠として説明する力に課
題がある。特に，粒子概念と生物分野に課題がある。
【英語】活用力の基礎となる語形や語法の知識理解に課題
があり，語彙力や表現力を身につけ，自分のことを表現し
たり，場面に応じた英作文を書いたりする指導が必要であ
る。

評価 評価

【取組指標（測定可能な数値）】 【取組指標（測定可能な数値）】

全国 69.7
101.4

55.9

日田市全国比 110.7
56.0
94.6 95.2

55.8

58.6

３
学
期

評価

【取組指標（測定可能な数値）】

○

【具体的な取組】

108.1106.5
日田市 70.7 61.9

全国

61.7

64.8

59.2

【取組指標（測定可能な数値）】
日田市
日田市全国比

本校全国比

105.0
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２
学
期

評価

【具体的な取組】

全国69.4

【具体的な取組】
理科

74.2本校
数学

日田市
本校全国比

全国

英語

97.9

53.364.3

71.3
102.2

評価 ○
99.2

60.4

105.1101.8

１
学
期数学

67.5

72.9

社会平均正答率

105.7日田市全国比

66.6

103.0

全国

70.5

国語

本校
98.9

62.7

日田市全国比

64.6

平均正答率

98.1

社会 数学

社会

英語

数学

理科

理科

理科

90

105105

90
数学

100

104.0

理科

73.8
106.3

65.4

60.9
理科

66.1

日田市

【具体的な取組】【具体的な取組】

国語 社会
61.5

71.7

74.5
103.3

70.4
102.3

74.1

72.8

62.2

69.4

61.4

【取組指標（測定可能な数値）】

60.9

・根拠を添えてわかりやすく論理的に
説明する力の育成
・｢自学ノート｣の指導を兼ねた｢ペンだ
こタイム｣の推進
・保護者と連携したオリジナル生活
ノートを活用した「３つの生活時間」の
固定化

・朝読書の実施,感想
・自主学習ノート1日1ページ
・「ペンだこタイム」…自学ノート５教科
・昼休み,放課後の個別指導
・生活記録ノート日記（3行以上・25字以上）
・授業や学活で説明の時間を保証する
・各教科の週末課題に活用問題を入れる。
・保護者と連携した3つの「いつ間タイム」を確
立し，家庭学習の習慣づけ

評価 ○

平均正答率 国語

101.1

本校
平均正答率 国語

本校全国比○評価

・朝読書の実施,感想
・自主学習ノート1日1ページ
・「ペンだこタイム」…自学ノート５教科
・昼休み,放課後の個別指導
・生活ノート４行日記（漢字30字以上）
・授業や学活で表現活動を保証
・週末課題や定期テストでの活用問題。
・保護者と連携した家庭学習の時間の
固定化。

・授業や特活での説明する時間
・セミナー学習の定着
・｢朝自習・ペンだこタイム｣…セミナー
･生活ノートの４行日記(漢字30字)
・保護者と連携した生活時間の自己管
理
・放課後学習会（中体連後）
・夏休みの質問教室
・週末課題や定期テストでの活用問題

・｢なたもだ｣の「な」を使った論理的に
説明する時間5分の設定。
・オリジナル生活ノートによる，「3つの
生活時間」の固定化に向けた毎日の
PDCA

・読書記録の提出（週１回）
・生活どん良くノート指導（毎日）
・自主学習ノート指導（毎日）

・読書記録の提出（週１回）
・生活ノート指導（毎日）
・自主学習ノート指導（毎日）

・読書記録の提出（毎週水曜日）
・生活記録ノート指導（毎日）
・セミナーノート，問題シートチェック・5教科
の基礎強化（毎日）

目標正答率全国比（全国を100と見て）

評価 #DIV/0!

62.1
【取組指標（測定可能な数値）】【取組指標（測定可能な数値）】英語

英語

#DIV/0!

【具体的な取組】
学校全体の取組 １年生の取組

【具体的な取組】【具体的な取組】
２年生の取組 ３年生の取組
【具体的な取組】

100

【取組指標（測定可能な数値）】

社会

中２
100
国語

#DIV/0!

#DIV/0!

・根拠を添えてわかりやすく論理的に
説明する力の育成
・｢自学ノート｣の指導を兼ねた｢ペンだ
こタイム｣の推進
・保護者と連携したオリジナル生活
ノートを活用した「３つの生活時間」の
固定化

☆年間評価　Ｂ問題対応授業（国・数）実施学級数割合（　　％）

本校 65.1 61.2
87.3

数学
9589.4 91.9

社会60.6 国語
本校全国比

62.7
87.4 95 90

中１

英語

本校全国比

#DIV/0! #DIV/0!


