
中間試験５月２１，２２日 

 １年 ２年 ３年  

国語 ８２．０ ７３．２ ７０．８ 

社会 ７７．８ ６０．８ ７０．９ 

数学 ８１．９ ６３．４ ６４．１ 

理科 ８０．０ ６９．８ ６７．４ 

英語 ７４．９ ６０．０ ７７．７ 

期末試験６月２６，２９，３０日 

 １年 ２年 ３年  

国語 ６５．１ ７７．９ ５９．４ 

80以上 １人 １２人 ３人 

79～60 １７人 ７人 １５人 

社会 ６８．７ ６７．２ ６４．８ 

80以上 ８人 ６人 １２人 

79～60 １１人 ８人 ５人 

数学 ６３．９ ５８．２ ６６．９ 

80以上 ４人 ５人 １１人 

79～60 １４人 ７人 ８人 

理科 ７７．７ ６５．９ ６５．０ 

80以上 １５人 ７人 １１人 

79～60 ７人 ６人 ９人 

英語 ７４．５ ７１．９ ６８．１ 

80以上 １１人 １０人 １２人 

79～60 ８人 ５人 ９人 
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東渓中校長室発行 

  １学期の学力向上の取組 成果と課題  

     ２学期の学力向上の取組 

  １学期末テストの結果について 

 ６月２６，２９，３０日に期末テストを実施しました。５教科

(国・社・数・理・英)の結果を中間テストと比較してみると１、

３年生は平均点が下がった教科が目立ちます。また、得点分布の

範囲(個人差)が広くなってきています。２年生については、理

科、数学の平均点が下がったものの５０点未満の生徒は微増であ

り、テストの難易度が高まった以上に生徒は努力していることが

うかがえます。 

 平均点が下がったり、得点分布の範囲が広がったりしたのは、

問題の難易度が高くなったことが主な要因ですが、特定の教科に

対して苦手意識を持つ生徒が増えてきたことや、学年によっては

授業に集中できていない学習環境となっている状況が時に見られ

ることも要因の一つとして考えられます。その背景には、教師の

授業力とともに、生徒の学習に対する姿勢や習慣、家庭学習の量

や方法も課題として見えてきます。 

 ２学期は、１学期の取組の成果と課題及び改善点を明確にしな

がら、生徒にとって「わかる・できるを実感できる授業」を教師

と生徒が協働して作り上げていく取組を進めていきます。 

特に、苦手意識が強くなってきている教科につい

ては、個に応じた学習方法をアドバイスすること

により改善につなげていきます。 

また、教科や先生によって学習に向かう姿勢や態

度に違いがあるという状況を改善するために、教

職員間の情報交換や授業改善の研修をこれまで以

上に充実します。さらに授業時のルールについ

て、生徒主体で見直しを図る取組を進めます。 

 平成27年度大分県学力定着状況調査結果 

 (２年生対象４月15日実施）  
実施教科 国語 数学 理科 英語 

 
教科 
全体 

正答率 

目標値 63.1 60.1 55.9 61.1 

東渓中 63.6 62.9 58.5 62.0 

日田市 65.7 63.5 57.0 59.9 

大分県 64.7 62.6 56.8 58.9 

目標値を超
えた生徒数 東渓中 ８人 13人 12人 10人 

目標値を超
えた生徒の
割合 

東渓中 42.1% 68.4% 63.2% 52.6% 

東渓中 70.0 65.3 58.6 64.2 知識 
正答率  

大分県 69.3 65.4 57.1 62.1 

 
活用 

正答率 

東渓中 40.6 52.3 57.9 56.3 

大分県 48.0 50.0 55.5 50.8 

 中学2年生を対象に実施

された大分県学力定着状況

調査では、実施４教科とも

に、全体目標値(知識＋活

用）は上回っていたもの

の、国語と数学が日田市の

正答率を下回っていまし

た。特に国語で目標値を超

えた生徒が 42.1%と少な

く、本校2年生は「読む能

力」と「言語についての知

識・理解・技能」に課題が

あることがわかりました。 

 今回の調査結果を受けて

の学力向上対策は、東渓中

学校ホームページに掲載し

ています。（再掲載） 



学力向上１学期の取組 
    １学期の取組の成果と課題   

①授業のねらいの達成状況や定着状況を確認

するために授業終末時における学習活動や学

習評価の方法を工夫します。たとえば、確認

テストを実施するための時間や生徒が自分の

言葉で授業のまとめを記述する時間を5～10分

程度設定するなどです。 

 

②生徒の主体的な学びが行われるように、小

集団を活用した学び合い学習や高め合い学習

を授業や放課後学習に積極的に導入します。 

 

③放課後学習を1学期の前半は一部の生徒を対

象に補充学習として、後半は全生徒を対象に

補充学習及び発展学習として実施します。 

 

④家庭学習習慣の確立に向けて生徒・保護者

への働きかけや実態調査を定期的に行いま

す。 

 ①｢授業でわかる・できると感じることが多い｣と答えた生徒が77％(１年

68％、２年85％、３年77％)であり、全体としては達成の目安である75％

を超えることができた。しかし、１年生の数値が低いこと、教科により実

感度に差があることが課題である。今後、生徒実態や教科の特性に応じた

授業終末時の学習活動や評価の一層の工夫が必要である。 

②｢班活動は、授業内容を理解する上で役立つ｣と答えた生徒が84％(1年

84％、2年85％、3年83％)、｢授業は考えたり、活動したり、発表したりす

るための時間が十分にある｣と答えた生徒が86％(1年84％、2年95％、3年

80％)と授業が主体的な学び合いの場になっているととらえている生徒が

多い。ただ、小集団活動の取組が確かな学力の定着につながっていない現

状もあるので、今後も小集団活動のあり方について研究と実践を深めた

い。 

③1学期の後半に全校生徒を対象とした補充学習及び発展学習を実施する

計画であったが、時間を確保することができなかった。放課後だけでな

く、学校時間全体の見直しが必要である。 

④夜9時以降にメール等を使用しない取組が生徒・保護者間に浸透しつつ

ある。2学期も継続して取り組みたい。(1年84％、2年85％、3年83％）の

生徒が自主規制を守れていると回答） 

*生徒データは1学期末に実施した学校生活アンケート結果(肯定的な回答

数を回答者の合計数で割ったもの） 

 

 

 

学

校

全

体 

 
 
 
 
  

１ 

年 

①授業のきまり(チャイム前着席、挨拶、忘れ

物、挙手・発表、私語・態度）の徹底に向

け、点検と評価を毎日行います。 

②朝自習、スキルタイム(英語・数学）による

繰り返しのドリル学習を行います。 

③家庭学習時間の確保(自主学習40分以上)と

集中して学習に取り組める環境づくりに保護

者と共に取り組みます。 

④学び合い活動を積極的に導入した授業を実

施し、生徒の思考・判断・表現する力の育成

に努めます。 

 ①点検と評価は毎日行ったが、生徒自己評価によるとチャイム着席、挨

拶、忘れ物が約8割、私語・態度が約7割、挙手・発表が約5割の達成で、2

学期への課題が残った。見過ごさない指導をするための工夫と努力をした

い。 

②繰り返しのドリル学習は毎日行っている（朝自習：市販の5教科プリン

ト 自己採点、スキルタイム英語・数学の自作プリント 自己採点）が、

確実な力として定着させるために2学期は点検にも力を入れたい。 

③家庭学習40分以上は約4割の生徒ができているが内容に課題がある。9時

以降のゲーム・携帯・ネットの自主規制は約7割の達成であるので、今

後、家庭との連携した取組をさらに工夫したい。 

④学び合い活動は毎時間とはいかないができている。生徒も肯定的にとら

えているので、授業改善の一方法として今後も工夫していきたい。 

 

 
 
 
 
  
 
 

２ 

年 

①家庭学習用として「毎日ノート」をさせま

す。左ページは暗記のための繰り返し練習、

右ページはその日の授業の復習とやり直し用

とします。 

②「毎日ノート」を含めて、自主的に取り組

む目標時間を60分とします。また、帰りの会

で、その日の学習予定時間帯を設定させ、

「毎日ノート」に記入させます。 

③班ノートに就寝・起床時間を記録し、班員

相互の改善と教員からの指導をします。ま

た、「毎日ノート」によるタイムマネジメン

トの指導を続けます。 

④定期テスト問題の全問解き直しを教科書等

を見ながらさせます。テスト後に昼休みを利

用して個別に補充学習をします。 

 

 ①左ページと右ページの使い方を提示し、毎日の家庭学習として取り組む

ことができた。提出はほぼ100%。できていない生徒に対しては、昼休みと

放課後に取り組ませた。 

②教科の課題以外に自主的に学習する目標時間を60分としたが、全体的に

不十分であった。2学期も継続した取組にしたい。 

③毎日ノートと班ノートに生活時 

間（家庭学習・就寝・起床等）を 

記入してタイムマネジメントに取 

り組んだ。班内で相互に交流する 

ことによって改善意識が高まった。 

④定期テスト後問題解きなおしを 

「全問解答チャレンジ」と称して 

取り組んだ。また、昼休みに個別 

相談と補充勉強をすることができ 

た。 

 

３ 

年 

①家庭学習の計画を立てさせ、平日2時間、休

日2時間30分以上の家庭学習に取り組ませま

す。 

 

②「毎日ノート」を使って、授業の復習を毎

日2ページ取り組ませます。 

 

③セミナー学習を通して1、2年次の復習に取

り組ませ、弱点の克服に努めます。 

 ①家庭学習の目標や計画を立てて取り組ませたが、1学期は中体連総体や

陸上大会等があり、平日2時間、休日2時間30分以上の学習ができていない

生徒もいた。 

②毎日ノートは全員の生徒が毎日2ページ、 

授業の復習に取り組めていた。 

 

③セミナー学習はほとんどの生徒がまとめ 

や問題解きとやり直しができていた。 



 期末テストに関する 

 生徒アンケート結果 
 肯定的な回答数を学年生徒数で  

  割ったもの 

１年 ２年 ３年 

今回のテスト結果に満足して

いる。 

１２％ ３５％ ３２％ 

期末テスト前１週間について 

夜９時以降は勉強に集中する

ために、メールやゲームはし

ていない。 

６８％ ８５％ ６１％ 

テスト前に学習計画表を作成

し、計画的に学習に取り組ん

だ。 

６４％ ６５％ ７１％ 

わからないところはだれか

(先生・友達等）に聞いてわ

かるように努力した。 

７６％ ８０％ ６５％ 

期末テスト後１週間について 

１年 ２年 ３年 

悪かったテストについては、

何が(方法・時間・集中力等)

悪かったか、その原因を自分

なりに分析した。 

７２％ ８０％ ６８％ 

やり直しをしてわからなかっ

たところは、だれか(先生・

友達等）に聞いてわかるよう

に努力した。 

５６％ ６５％ ５５％ 

学力向上２学期の取組 

 具体的な取組 取組指標(測定可能な数値） 

    

学

校

全

体 

①主体的に学習に取り組む生徒を育成す

るために、各教科において考える力を養

う言語活動を工夫し実施します。 

②全校生徒を対象とした放課後学習の時

間を確保し、基礎基本の定着と自律的な

学習者を育てる学び方指導の充実を図り

ます。 

③いろいろな物の見方、考え方を知るた

めに不可欠な読書活動を推奨します。 

④家庭学習に集中して取り組む環境をつ

くるために、生徒に「夜9時以降はメール

やゲーム等を使用しない」ように保護者

と連携しながら働きかけます。 

①分からないことや疑問に思ったことを

出し合う質問タイム、または、生徒が自

分の意見を持ち、説明し合う小集団活動

(学習課題・発問の工夫）を毎時間設定し

ます。 

②放課後学習の時間が25分とれるように

学校時を工夫し、全教職員で指導にあた

ります。 

③朝学校に来たら、始業まで自主的に本

を読む習慣を身に付けさせます。また、

朝の会(週1回）で本の紹介を行います。 

④生活調査を毎月行い、その結果を学級

通信等で保護者に伝えます。また、好事

例の紹介をします。 

 

 

 

１

年 

①授業のきまりが守れるように指導を徹

底します。 

②学び合いの授業を推進します。 

③朝自習、ＳＴタイム等による繰り返し

学習を行い基礎基本の定着を目指しま

す。 

④生徒全員が家庭学習時間（宿題＋自主

学習40分以上）を確保し、集中して取り

組む学級ルールを構築します。 

⑤毎日ノートの点検の充実・工夫を通し

て家庭学習や就寝等の時間を把握し指導

に生かします。 

①毎日の授業評価平均4.0以上（5点満

点）を目指します。 

②毎時間の授業に学び合いの時間を設定

します。 

③朝自習、ＳＴタイム等の学習状況を毎

日点検し、個別指導につなげます。 

④家庭学習や就寝、起床等の時間につい

て自己設定と実行ができているか毎日点

検し、個別指導と学級全体の指導につな

げます。 

⑤課題の提出率90%以上を目指します。 

 

 

２

年 

①毎日ノートを活用した家庭学習指導を

継続します。（左ページは暗記のための繰り返し練習

用、右ページはその日の授業の復習とやり直し用） 
②自主的に取り組む家庭学習目標時間を

60分と位置付け、「毎日ノート」に実施

時間帯を計画させます。 

③家庭学習・生活習慣確立に向けた班活

動と教員によるタイムマネジメント指導

を継続します。 

④定期テスト問題を全問解き直し、全問

解答する取組を継続します。 

①毎日確認し、100%提出させます。内容

の良いものを週に1回提示します。 

②1週間ごとに振り返らせることで、意識

付けをします。また、テスト前に学習時

間を増やす取組を行います。 

③就寝・起床時刻について、帰りの会の

班活動で交流させ改善につなげます。ま

た、｢毎日ノート」の点検・指導を通して

意識付けを図ります。 

④「全問解答チャレンジ」として、テス

ト後に平日1教科・週末3教科に取り組ま

せます。 

 

 

３

年 

①家庭学習の計画を立てさせ、平日2時

間、休日2時間30分以上の家庭学習に取り

組ませます。 

②｢毎日ノート」を使って、授業の復習に

毎日2ページ取り組ませます。 

③セミナー学習を通して、1、2年次の復

習に取り組ませ、弱点の克服に努めま

す。 

④高校入試対策として11月から放課後学

習に取り組みます。 

⑤基礎基本が定着していない生徒につい

ては、個別指導の充実を図ります。 

①2週間ごとに家庭学習計画の見直しをさ

せます。 

②毎日ノートの提出率を100％とし、家庭

学習の時間と復習内容のチェックを毎日

行います。 

③セミナーノートと問題シートの提出率

100％とし、取り組み状況を毎日点検しま

す。 

④個に応じた学習方法の習得につながる

指導を展開します。生徒満足度80％ 

⑤毎日ノートに英・数の問題を5問程度毎

日出題し、翌日添削します。 



    学校教育目標 重点目標[２学期] 

学校教育目標 自ら学び、心豊かに たくましく生きる生徒の育成 

重点目標 達成指標 

 

基礎学力の確実な定着 

○全国・県・市の学力調査で平均正答率が全国平均を上回るようにする。 

○「授業でわかる・できるを実感している」と答える生徒の割合を８０％以上  

 とする。 

生活習慣・家庭学習習慣の

確立 

○「夜９時以降は集中して家庭学習に取り組んでいる」と答える生徒の割合を８０％以上とす

る。 

○「夜９時以降、子どもが集中して家庭学習に取り組むように指導・支援している」と答える

保護者の割合を７５％以上とする。 

認め合い高め合う人間関係

の構築 

○自己の活動を通して自尊感情、自己肯定感の高まりを感じている生徒の割合を８５％以上と

する。 

○「生徒は気持ちのこもった挨拶をする」と答える保護者・地域の割合を８５％以上とする。

＊自分から先に 相手の目を見て 状況や場に応じた会釈 

重点目標 取組指標 重点的取組 

 

 

 

 

 

基礎学力の

確実な定着 

考
え
る
力
を
養
う
言
語
活
動
の
工
夫
・
実
施 

自分の考えや思ったことを表現し、みんな

の考えや思いと比較・検討したくなるよう

な学習課題の設定、授業スタイルの構築に

取り組む。 

｢4つの共通実践（ねらいの明示、学習課題の工夫、小集団

の活用、達成・定着状況の確認）」を設定し、毎時間自己

評価を行う。 

評価：教師の課題設定力と発問力、生徒の質問力の高まり 

小集団による学び合い活動を工夫し、「分

からない」と意思表示できる集団づくりと

分かったことをみんなに伝えられた喜びを

実感できる授業づくりに取り組む。 

分からないことや疑問に思ったことを出し合う質問タイ

ム、または、生徒が自分の意見を持ち、説明し合う小集団

活動を毎時間設定する。 

落ち着き、安心して学べる学習環境づくり

に取り組む。 

「授業５つの約束（姿勢、言葉遣い・発言の仕方、静かで

落ち着いた雰囲気づくり、チクチク言葉を使わない、集中

できる教室環境づくり）」を設定し、毎週１回生徒の自己

評価をもとに学級・個別指導を行う。 

 

生 活習慣・

家庭学習習

慣の確立 

自分で計画を立てて学習できる力をつけると共

に、仲間同士で学力を高め合おうという意識を

育む。 

生活ノートの点検を通して家庭学習実践上の課題を把握

し、週１回｢効果的な学び方｣について学級・個別指導を行

う。 

夜９時以降は家庭学習に取り組む(机に向かう）

習慣づくりと集中できる環境づくりに保護者と

連携しながら取り組む。 

家庭学習状況調査の結果や家庭学習習慣づくりの好事例を

学級通信等で毎月保護者に情報提供を行う。 

 

 

 

認め合い高

め合う人間

関係の構築 

生徒が自ら気づき、考え、行動する「１人１活

動(２ヶ月に１目標)」実践運動にＪＲＣと連携

し取り組む。 

生徒間の実践交流の機会や取組状況・感想等を広報する機

会を２月に１回設けることにより、生徒の取組意欲の向上

を図る。 

励まし合い、競い合う体力向上運動に全校で取

り組み、運動の習慣化・日常化を図る。 

教科や学級、部活動等での取組状況を毎月集約し、職員研

修の場で現状把握と課題克服に向けた協議を行う。 

挨拶の大切さや気持ちの伝わる挨拶の仕方をさ

まざまな機会を通して生徒に伝える。 

毎朝、２人以上の教職員で挨拶運動に取り組み、気持ちの

こもった挨拶のできる生徒をほめる。 

学
べ
ば
学
ぶ
ほ
ど
自
分
が
何
も
知
ら
な

か
っ
た
こ
と
に
気
付
く
、
気
付
け
ば
気

付
く
ほ
ど
、
ま
た
学
び
た
く
な
る
。 
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