
平成２６年度学力向上プラン
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

【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→ 4 4 3
○

・ﾀｲﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを毎日実施する。

※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）

※互見授業強化週間（毎月第２週）　 ※互見授業強化週間（毎月第２週）　

・家庭学習方法についての連携・指導
(通信・面談・期末PTA）

・東渓中授業のきまりの徹底

・１時間完結型授業の徹底

・板書とノートの一体化

・小テストの実施

・スキルタイムの工夫

・授業とリンクした家庭学習の実施

・家庭学習について保護者との連携

・毎日の課題提出率90％以上を目指す。

・学期に１回の小テスト実施率調査

・授業のきまりの徹底

・授業評価と反省の工夫

・朝自習・朝読書の工夫・充実

・スキルタイムの工夫・充実

・毎日ノートの内容指導

・生活時間の把握と指導

・進学指導教材を使った１年時からの復習

・毎日の授業評価平均4.5以上を目指す。

・課題の提出率90％以上を目指す。

【具体的な取組】
評価 ○
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評価

評価

「活用型」授業の公開授業実施回
数

【取組指標（測定可能な数値）】

・授業のきまりの徹底（３分前着席）

・授業評価と反省の工夫・改善

・板書のノート指導

・小テストやドリル学習の充実

・スキルタイムの工夫・改善

・毎日ノートの内容指導と充実

・学習時間の確保（90分）とﾀｲﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

・毎日の授業評価平均4.5以上を目指す。

・課題の提出率90％以上を目指す。

・朝自習、ｽｷﾙﾀｲﾑの点検を毎日実施する。・毎日ノートを活用して生活時間の把握と

　指導を行う。

日田市立東渓中学校

・　言語活動の充実のための手だてとして，各教科・活動における共通指導項目
の設定や確認を行う。
・　授業の中で，自分で考える，グループで話し合う，全体で発表し合うなどの時
間を確保する。
・　思考・判断・表現の意識を整理するため，考えさせること，教えること，練習す
ることの区別をはっきりさせる。
・　思考・判断・表現する力を伸ばすため，「活用型」授業の研究や学校図書館の
有効活用をした授業研究を行う。
・　短学活における班活動の工夫・研究。（含む：朝読書，スキルタイム等）

（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

「思考力・判断力・表現力をはぐくむ授業や活動の工夫・改善」
～言語活動の充実を通して～

☆年間評価：授業実施学級数（　　　）　のべ授業回数（　　　）回　

・　学校図書館内の有効活用の研究（環境整備・生徒の
利用方法等）…５月
・　学校図書館の書籍を活用した授業づくりの研修（事例
研究）…６月
・　学校図書館を活用した提案授業…９月

☆評価　互見授業実施回数（　８７　）

３学期１学期

・　学校図書館の書籍と学校図書館を有効活用した日常
における授業の推進（重点月：６月，９月，１１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（　７１　）

４　学校図書館を活用した授業推進計画

3

（１）校内研修

評価

【取組指標（測定可能な数値）】

【具体的な取組】
授業がわかると感じている生徒の
割合（中２）

　授業や学級活動・生徒会活動など様々な活動において，「自分で考えをもつ」「自分で
考え，判断する」「考えや判断したことを表現する」など，個人や班学習などでの言語活
動を仕組んでいけば，思考力・判断力・表現力の育成につながっていくだろう。
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【具体的な取組】

評価
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数学

【取組指標（測定可能な数値）】

（上記以外の学校独自指標）
言語活動の充実に向けた
提案授業実施回数

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）
全国学力調査のA問題での平均
正答率（中３）

・毎日ノートを活用して生活時間の把握と

　指導を行う。

・スキルタイムの工夫・充実

・毎日ノートの内容指導

・生活時間の把握と指導

・学習時間（２時間）の設定

・毎日の授業評価平均4.5以上を目指す。

・課題の提出率90％以上を目指す。

【取組指標（測定可能な数値）】

・授業のきまりの徹底
・授業評価を学級活動に活かす
　取り組みの工夫
・家庭学習用ノートの充実・工夫
・学習時間の確保(３時間）と
　　タイムマネジメント
・生活時間の把握と指導

・課題提出９５％以上
・授業評価４．５以上を目指す。
・家庭学習用ノート提出を毎日１００％
・タイムマネジメントを毎日させる。

平成25～27年度間成果指標

英語理科

84
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）
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日田市全国比

本校全国比

104.3

114.0 113.2 119.4

【取組指標（測定可能な数値）】 【取組指標（測定可能な数値）】

全国 71.7
100.1

51.2

日田市全国比 90.6
55.7
98.6 97.4 ２

学
期

平均正答率

74.5
国語

【具体的な取組】【具体的な取組】

○

・授業のきまりの徹底

・授業評価と反省の工夫

61.6

52.3
・板書とノートの一体化

【国語】
　　・漢字の読み書きを定着させること。
　　・体験や文章を読んで自分の考えを作文させること。
　　・登場人物の心情の変化をとらえさせること。
【数学】
　　・文字式や方程式，関数についての理解及び計算力を
向上させること。
　　・図形の性質を理解させること。
【理科】
　　・観察・実験の技能を身につけること。
　　・化学変化について十分理解させること。
【社会】
　　・日本と世界の結びつきの特色について考えること。
　　・近世の日本の特色について考えること。
【英語】
　　・英文の要点を聞き取り，適切な英語で答えること。
　　・英文を正しい語順で書くこと。
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【取組指標（測定可能な数値）】

【具体的な取組】

【取組指標（測定可能な数値）】

本校 ・１時間完結型授業の徹底

【具体的な取組】

46.4

全国

68.363.6

56.2

58.6

全国
・板書のノート指導

・小テストやドリル学習の充実

・スキルタイムの工夫・改善

・毎日ノートの内容指導と充実

・学習時間の確保（90分）とﾀｲﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

・毎日の授業評価平均4.5以上を目指す。

本校全国比

64.4

平均正答率

本校

日田市

数学

・授業とリンクした家庭学習の実施

【具体的な取組】
社会

全国

英語
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60.4

78.7

55.5

日田市全国比

62.0

本校全国比

【取組指標（測定可能な数値）】

107.8
62.3

【取組指標（測定可能な数値）】【取組指標（測定可能な数値）】英語 【取組指標（測定可能な数値）】理科

102.3
評価

62.5 61.8
本校

平均正答率

・授業評価４．５以上を目指す。
・家庭学習用ノート提出を毎日１００％
・タイムマネジメントを毎日させる。

　指導を行う。

評価 ○ ○評価

目標正答率全国比（全国を100と見て）

評価 ○ #DIV/0!

英語

社会

中２
105

○

・板書のノート指導

・小テストやドリル学習の実施

・スキルタイムの工夫・充実

社会国語

社会

英語

数学 理科

105

110102

110

・毎日ノートの内容指導

・毎日ノートを活用して生活時間の把握と

【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】

本校 73.9 62.8
平均正答率 国語 社会 数学

・１時間完結型授業の徹底

・東渓中授業のきまりの徹底 ・授業のきまりの徹底
・授業評価を学級活動に活かす
　取り組みの工夫
・家庭学習用ノートの充実
・学習時間の確保(３時間）と
　　タイムマネジメント
・生活時間の把握と指導

理科

70.5日田市

１
学
期

・スキルタイムの工夫

・授業とリンクした家庭学習の実施

本校全国比

69.9
104.5 103 107

中１
・板書とノートの一体化

78.2
106.3

65.0
99.4

国語
117.393.9 100.3

71.1
103.8

・小テストの実施

108.0

76.6 ・授業評価と反省の工夫

日田市全国比

理科

本校

平均正答率

・毎日家庭学習課題を与える
・学期に１回の小テスト実施率調査

・定期的な家庭学習時間調査の実施

・学習時間の確保（90分）とﾀｲﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

・毎日の授業評価平均4.5以上を目指す。

・課題の提出率90％以上を目指す。

・ﾀｲﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを毎日実施する。73.3

65.1
数学
61.3
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数学
108

国語

62.6

99.5

・学年に応じた家庭学習時間の設定

日田市
本校全国比

・　４月…研究主題・研究仮説の設定
・　５月…研究計画・方法の策定，主題の分析，手立
ての研究
・　６月…言語活動の充実に向けた（「活用型」）提案
授業
　　　　　　・　短学活研修
・　７月…学校図書館の工夫・活用の事例研究

・　９月…言語活動の充実に向けた（学校図書館の有
効活用）提案授業
・　１０月…東渓小・東渓中合同の図書館教育の研修
　　　　　　　（東渓小研究発表会）
・　１１月…人権学習提案授業
　　　　　　　・　短学活研修
・　12月…実践交流（「活用型」，言語活動の工夫，学
校図書館の活用を含めた一人一指導案の作成）

　

・　１月…短学活研修
・　研究の反省・まとめ
・　互見授業（強化週間毎月第２週）

数学
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日田市全国比

101

英語

理科

・授業のきまりの徹底
・授業評価を学級活動に活かす
　取り組みの工夫
・受験対策問題の実施・充実
・学習時間の確保(３時間）と
　　タイムマネジメント
・生活時間の把握と指導

・課題提出１００％
・授業評価４．５以上を目指す。
・家庭学習用ノート提出を毎日１００％
・タイムマネジメントを毎日させる。

・学年に応じた家庭学習時間の設定

・毎日の課題提出率90％以上を目指す。

・学期に１回の小テスト実施率調査

・定期的な家庭学習時間調査の実施

・授業のきまりの徹底

・授業評価と反省の工夫

・朝自習・朝読書の工夫・充実

・スキルタイムの工夫・充実

・毎日ノートの内容指導

・生活時間の把握と指導

・学習時間（２時間）の設定

・毎日の授業評価平均4.5以上を目指す。

・課題の提出率90％以上を目指す。

・授業のきまりの徹底

・授業のきまりの徹底（３分前着席）

・授業評価と反省の工夫・改善

・朝自習・朝読書の工夫・充実

・課題の提出率90％以上を目指す。

・ﾀｲﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを毎日実施する。

・小テストの実施

・スキルタイムの工夫

・東渓中授業のきまりの徹底


