
平成２５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２４年度学力調査結果（１月実施分）：正答率を入力 平成２５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２５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（　５月１３日～　５月２４日）　 ※互見授業週間（１１月１１日～１１月２１日）　

平均正答率

本校 73.0 66.5
98 101

中１
数学72.9

国語

100.4

算数 理科 ・柔軟に対応できる日課表による授業時数の確
保
・学習規律の徹底と授業評価
・１時間完結型授業，板書の構造化，板書とノー
トの一体化，習熟に応じた指導の強化
・家庭学習のてびきの活用
・「ペンだこタイム」の実施
・自主学習ノートの指導
・定期テストのやり直しと再テストの実施
・「今日の英文」の活用

・朝読書の実施
・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
・生活記録ノートの４行日記

・朝読書の実施
・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
・生活記録ノートの４行日記

・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
・生活記録ノートの４行日記

72.6

77.9
94.7 96.5
79.0

107.3
75.7

２年生の取組 ３年生の取組
【具体的な取組】

目標正答率全国比（全国を100と見て）

社会

【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】

英語国語
92 100

#DIV/0!

90.8
理科

98
64.5

英語

#DIV/0!

・全教科の標準授業時数達成
・授業評価（毎時間）
・自主学習ノート指導（毎日）

・読書記録の提出（週１回）
・生活記録ノート指導（毎日）

・読書記録の提出（週１回）
・生活記録ノート指導（毎日）

・セミナーノートチェック（毎朝）
・セミナーシートチェック（帰りの学活）
・生活記録ノート指導（毎日）

理科
102113
社会

数学 社会 英語

○

国語

国語

数学
106

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

113113

理科

【取組指標（測定可能な数値）】英語

71.0

【取組指標（測定可能な数値）】

101.8

60.9 本校全国比

中２

本校
平均正答率

112.9
59.564.6
97.7

58.5

112.1

評価評価 ○評価 ○評価 ○

60.9
100.8

１
学
期社会

61.4

社会

72.3

65.6
【取組指標（測定可能な数値）】【取組指標（測定可能な数値）】

104.1

理科
70.7

58.4

数学
74.9

理科

97.0

75.2

日田市

国語

102.5

平均正答率

日田市全国比

平均正答率

国語

本校
105.6
73.0

71.2
102.5 93.3

112.5

66.6 62.6

日田市
本校全国比

全国

本校全国比

109.9日田市全国比

68.977.1全国

○

日田市 67.9 59.4
121.4109.1本校全国比

数学
本校 72.4

【具体的な取組】
社会

【具体的な取組】 【具体的な取組】【具体的な取組】

２
学
期

【取組指標（測定可能な数値）】

日田市
日田市全国比

61.2
英語

56.9 国語
98.5
53.9

62.2 #DIV/0!58.6
99.8

102.5 111.9

54.7

平均正答率

本校

全国

本校全国比57.0

58.4

#DIV/0!

・柔軟に対応できる日課表による授業時数の確
保
・学習規律の徹底と授業評価
・１時間完結型授業，板書の構造化，板書とノー
トの一体化，習熟に応じた指導の強化
・「ペンだこタイム」の実施
・自主学習ノートの指導と具体的内容の提示
・定期テストのやり直しと再テストの実施
・「今日の英文」の活用

75.5
・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）
・夏休みの質問教室
・生活記録ノートの４行日記

日田市全国比 95.5
全国 65.6

103.5

【具体的な取組】
評価 ○○

・チャイム前着席
・朝読書の実施
・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
・生活記録ノートの４行日記

・朝読書の実施
・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
・生活記録ノートの４行日記

123.5
63.8
108.9

71.6

【取組指標（測定可能な数値）】 【取組指標（測定可能な数値）】

・全教科の標準授業時数達成
・授業評価（毎時間）
・自主学習ノート指導（毎日）

・読書記録の提出（週１回）
・生活記録ノート指導（毎日）
・授業評価オール５を週3回以上

・読書記録の提出（週１回）
・生活記録ノート指導（毎日）
・授業評価オール５を週3回以上

・セミナーノートチェック（毎朝）
・セミナーシートチェック（帰りの学
活）
・生活記録ノート指導（毎日）

国語：文法や語句に関する知識を習得させ，長文を読み取
　　　　り要旨をまとめる力を身につけさせる必要がある。
数学：１次方程式，比例・反比例の理解を深め，復習プリ
　　　　ントにより計算力を向上させる必要がある。証明問
　　　　題の解き方を理解させ，筋道を立てて表現する力を
　　　　つける必要がある。
理科：理解に時間を要する生徒を中心に，基礎・基本の徹
　　　　底を図る必要がある。科学的な思考力・表現力をつ
　　　　けるために，データ，グラフの読み取り，計算等の応
　　　　用問題に取り組ませる必要がある。
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
　　　　組ませる必要がある。習得した知識を次の学習に活
　　　　用できる力をつける必要がある。
英語：活用力の基礎となる語彙や表現を増やす必要があ
　　　　る。既習事項を組み合わせて活用するタスク活動を
　　　　仕組んだリスニング学習をする必要がある。

【取組指標（測定可能な数値）】【取組指標（測定可能な数値）】

評価 評価

評価

【具体的な取組】【具体的な取組】 【具体的な取組】

評価

○

【取組指標（測定可能な数値）】

評価

・セミナーシート・ノート指導（毎日）
・生活記録ノート指導（毎日）
・自主学習ノート指導（毎日）
・授業評価オール５を週3回以上

・全教科の標準授業時数達成
・授業評価（毎時間）
・自主学習ノート指導（毎日）

・セミナー学習の実施（朝学習）
・自主学習ノート１日２ページ
・「ペンだこタイム」…セミナー
・昼休み，放課後の個別指導
・生活記録ノートの４行日記
・家庭学習の個別指導

・柔軟に対応できる日課表による授業時数の確
保
・学習規律の徹底と授業評価
・１時間完結型授業，板書の構造化，板書とノー
トの一体化，習熟に応じた指導の強化
・「ペンだこタイム」の実施
・自主学習ノートの指導と具体的内容の提示
・定期テストのやり直しと再テストの実施
・「今日の英文」の活用

・新聞のコラム欄ノートの提出（毎日）
・生活記録ノート指導（毎日）
・自主学習ノート指導（毎日）

・新聞のコラム欄書き取り・感想・要約
　　　　　　　　　　　　　　（朝学習）
・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
・生活記録ノートの４行日記
・家庭学習の個別指導

#DIV/0!日田市全国比 #DIV/0!【取組指標（測定可能な数値）】
全国

#DIV/0! #DIV/0!

日田市

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

理科数学 英語社会

#DIV/0! 60
基礎・基本の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）

60

#DIV/0!#DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! 60

#DIV/0!

60

2

105

2 2

平成25～27年度間成果指標

全国学力調査のＢ問題での平均
正答率（中３） 60

授業がわかると感じている生徒の
割合（中２）

60

105 105

①朝読書（１・２年）を実施することで，読書の習慣づけをし，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」の徹底を図り，話し合いや発表のしかたの徹底を図
る。
④１時間の授業の中に，班やグループ，ペアでの話し合いや学習活動を組み込む。
⑤自分の意見をまとめる時間や思考する時間を保障する。
⑥自分の意見や思考したことを一度ノートに書かせ，できるだけ根拠をあげながら，教
科の用語を用いて発表させる。
⑦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。
⑧定期テストに，聞き取りテストや作文や思考させる設問を取り入れる。
⑨図書館を活用した授業実践をする。

（２）図書館を活用した授業取組月間

評価

☆評価　互見授業実施回数（　２０　）

３学期
　　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。）

１学期

（上記以外の学校独自指標）

2

学校図書館を活用した授業実践
回数

「活用型」授業の公開授業実施回
数

・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（９月）

☆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

自ら学ぶ力を身につけ，仲間とともにたくましく生きる生徒の育成
　～言語活動を通して，自己肯定感を高め，ともに学ぶ意欲を高める指導～

４　学校図書館を活用した授業推進計画
（１）校内研修

　いろいろな教育活動において，意識的に言語活動を仕組んでいけば，生徒は自分の
考えをもち，互いに意見を交わし，練りあうことができるようになり，自ら学ぶ力を身につ
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。

３
学
期

評価

【取組指標（測定可能な数値）】

・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
・図書館活用についての研修
・校内授業研究会(3年部）
・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
・校内人権研究のまとめ
・日田市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
・全国学力・学習状況調査問題の分析
・特別支援教育についての研修

☆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（　３０　）

1 2

・セミナーノートチェック（毎朝）
・セミナーシートチェック
　　　　　　　　　　（帰りの学活）
・生活記録ノート指導（毎日）

・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（平均週３回）
・生活記録ノートの４行日記


