
平成２６年度学力向上プラン 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２５年度学力調査結果（１月実施分）：正答率を入力 平成２６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 国語

【家庭学習】
新中２（日田市実施学力調査）

５　平成２６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

○

○

２　課題

○

○

【取組指標】 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

○

○

※ 全学級数→ 3 4 4
○

※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９日～６月２０日）　 ※互見授業週間（１１月５日～１１月１８日）　

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。
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
て説明しあう時間（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実践
回数

｢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」
　　～教科による「図書館活用教育」を通して，自己肯定感を高め，ともに学ぶ意欲を高
める指導の工夫～

☆年間評価：授業実施学級数（　　　）　のべ授業回数（　　　）回　

・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
・研究大会に向けた指導案の作成
・研究紀要の作成
・図書館の環境整備

☆評価　互見授業実施回数（７５）

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。）

☆年間評価　公開授業（　　）回うち「活用型」授業（　　）回

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

#DIV/0!

106

80

2

2

　読書活動の活性化を図ったり，各教科において，読書から得られた幅広い知
識や語彙を基に，説明しあう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。

（１）校内研修

2

103

大分県学力定着状況調査で全教
科の平均正答率が目標値を超え
ている生徒の割合（中２）

平成25～27年度間成果指標

英語理科

60

70

7065

2

105

75

３
学
期

評価

【取組指標（測定可能な数値）】

【具体的な取組】【具体的な取組】

【取組指標（測定可能な数値）】

評価

評価

21

授業がわかると感じている生徒の
割合（中２）

評価

・読書記録の提出（週１回）
・生活記録ノート指導（毎日）
・自主学習ノート指導（毎日）
・各授業中の説明活動(５分）
・ペンだこタイムのプリント（毎日）
・1分間脳活タイム（毎時間）

【取組指標（測定可能な数値）】 【取組指標（測定可能な数値）】

評価

【具体的な取組】 【具体的な取組】
評価

日田市全国比

○評価
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全国

数学

#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!
【具体的な取組】

46.4

全国

数学

56.2

58.6

56.5

【取組指標（測定可能な数値）】

日田市

日田市全国比

104.3

116.6 107.5 110.1

【取組指標（測定可能な数値）】 【取組指標（測定可能な数値）】

51.2
90.6

55.7
98.6 97.4

・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」…５教科
・昼休み,放課後の個別指導
（未提出者の指導の徹底）
・生活記録ノート日記
(ぎっしり３行以上,漢字２０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。
・授業始めと終わりの1分間脳活タイム

２
学
期

日田市【具体的な取組】
理科

【具体的な取組】【具体的な取組】

【国語】文法や語句に関する知識を習得させ，長文を読み取り
要旨をまとめたり，根拠をあげて説明できるような力を身につ
けさせる必要がある。
【社会】地理的分野と歴史的分野の既習事項の定着のため
に，授業前の小テストやワークやプリント学習に取り組ませ，
習得した知識を次の学習に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問
題に課題があり，関数・図形の分野で，筋道だてて説明して
いく力の育成が必要である。また，引き続き，基礎基本の定
着にも努める必要がある。
【理科】現象の説明，またはその根拠の説明，実験結果から
考察する思考力，判断力に課題がある。科学用語の使い方
の指導を徹底し,言語能力を向上させる。自然現象を概略図
化し定義の意味を理解させる。以上のことが必要である。
【英語】活用力の基礎となる語彙や表現を増やし，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。文法事項の定着を図るために繰り返しの復習が必
要である。

評価 評価
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本校全国比

全国 71.7
100.1日田市全国比

【取組指標（測定可能な数値）】
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日田市
本校全国比

全国

数学
68

評価 ○
102.3

評価 ○

【取組指標（測定可能な数値）】

62.5

理科

61.8

１
学
期

・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」…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）
・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。

・読書記録の提出（週１回）
・生活記録ノート指導（毎日）
・自主学習ノート指導（毎日）
・ペンだこタイムのプリント（毎日）

72.2

・読書記録の提出（週１回）
・生活記録ノート指導（毎日）
・自主学習ノート指導（毎日）
・各授業中の説明活動(５分）
・ペンだこタイムのプリント（毎日）

#DIV/0!

国語

理科

70.5

58.7

57.2

65.3

60.4
本校

平均正答率 国語

本校全国比

108.0

目標正答率全国比（全国を100と見て）

評価 ○ #DIV/0!

英語

英語

【取組指標（測定可能な数値）】
62.5

【取組指標（測定可能な数値）】【取組指標（測定可能な数値）】

社会

中２
103

英語

数学

【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】

理科

理科

理科

100

100110

103
数学

109

数学
100100

中１

・聞き手を意識したコミュニケーション能
力の育成と発表の仕方を工夫する。
・ペンだこタイムとリンクした家庭学習プ
リントを工夫する。
・図書館を活用し，読書を通して得た語
彙を基に，自分で考えて説明する時間
を保障する。

社会
106

・朝読書の実施,感想
・自主学習ノート1日2ページ
・「ペンだこタイム」…５教科
・昼休み,放課後の個別指導
・生活記録ノート日記（４行）
・授業や学活で説明の時間を保証する。
・週末課題に活用問題を取り入れる。66.9

106.3103.8
62.6

100
52.9

110.6
65.0 71.1
84.5

66.5
99.4

社会国語
平均正答率 国語 社会 数学 ・セミナー学習の充実

・自主学習ノート1日1ページ
・「ペンだこタイム」…セミナー
・放課後学習（中体連後）
・夏休みの質問教室
・生活記録ノート4行日記
・週末課題に活用問題を取り入れる。
・授業や特活での説明の時間を保障する。

本校 74.1

・セミナー学習の充実，・自主学習ノート1
日1ページ・・「ペンだこタイム」…セミナー
・放課後学習（文化祭後，週４回）
・生活記録ノート4行日記（漢字３０字以上）
・週末課題に活用問題を取り入れる。
・授業や特活での説明の時間を保障する。
・読書記録の提出をする。
・授業の始めと終わりの１分間脳活タイム
・「進路を切り開くシート」の提出（毎月）

・読書記録の提出（週１回）
・生活記録・自主学習ノート指導（毎日）
・セミナーノート，問題シートチェック（毎日）
・授業中の説明活動(５分）
・１分間脳活タイム（毎時間）
・放課後学習（週４回）

・朝読書の実施,感想
・自主学習ノート1日1ページ
・家庭学習プリント１日１枚（３０分ぶん）
・「ペンだこタイム」…５教科
・昼休み,放課後の個別指導
・生活記録ノート日記(4行,漢字25字以上)
・家庭での学習計画と実施記録
・授業や学活で説明の時間を保証する。
・週末課題に活用問題を取り入れる。
・授業の始めと終わりの１分間脳活タイム

・読書記録の提出（週１回）
・生活記録ノート指導（毎日）
・自主学習ノート指導（毎日）
・各授業中の説明活動(５分）
・ペンだこタイムのプリント（毎日）
・1分間脳活タイム（毎時間）

・聞き手を意識したコミュニケーション
能力の育成と発表の仕方を工夫す
る。
・図書館を活用し，読書を通して得た
語彙を基に，自分で考えて説明する
時間を保障する。

・発表お助けカードの活用，8月中
・説明のし方の指導，9月中
・説明する活動5分，脳活タイム1分×２
・図書館利用の授業，9月中1回
・午睡タイム，週2回，各10分
・生活記録ノートの使用漢字数の設定

78.7

日田市 78.2
94.2本校全国比

99.4日田市全国比

全国

・読書記録の提出（週１回）
・生活記録ノート指導（毎日）
・自主学習ノート指導（毎日）
・セミナーノート，問題シートチェック（毎日）

英語
・　1単元1時間以上の活用型授業及び
授業中で考えて説明する活動を5分間。
・　家庭学習時間９０分の実施。
・　１学期中に１５冊以上の読書

・評価についての研修
・各教科の言語活動についての研修
・五馬中学校独自の学力向上プランの研修
・「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（３年部）
・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

・人権・同和教育研修（夏季休業中）
・特別支援教育についての研修
・各種学力検査の結果分析と具体的な取り組みにつ
いての研修（夏季休業中）
・全国学力・学習状況調査問題の分析と対策
・校内授業研究会（１年部）

・校内授業研究会（２年部）
・校内研究のまとめと次年度の方向
・年度末学力調査の分析と対策

国語

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

「活用型」授業の公開授業実施回
数

（上記以外の学校独自指標）

全国学力調査のＢ問題での平均
正答率（中３）

（上記以外の学校独自指標）

平均正答率

本校
本校全国比

#DIV/0! #DIV/0!


