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１　学力向上を図るための全体計画

東京都教育目標

○思いやりと規範意識のある人間

○社会に貢献しようとする人間

○個性と創造力豊かな人間

府中市教育目標

○人権尊重教育の推進

○豊かな個性と創造力を伸長

○健全育成の推進と社会貢献

○市民の教育参加と学校経営の改革

各教科の指導の重点

○基礎・基本の徹底 基礎的・基本的な学習の定着と一人一人の

○指導法の工夫・改善 個性を伸ばす学習指導を通して「確かな学 ○道徳的な判断力・実践力の育成

○指導と評価の一体化 力」を育成する ○人権尊重教育の推進

○適正な評価 ○各教科や領域と関連付けた道徳

○生徒理解を踏まえた学習指導 　教育の推進

総合的な学習の時間の指導の重点 ・必修教科の充実（指導と評価）

・指導方法の工夫や改善と効果的活用

・諸調査のデータを生かした個人指導 ○自主性・自律性を育て、達成感

・努力の報われる評価の実現 　を生む学校行事

○ボランティア活動の推進

○体験学習や学校行事、その他の活動を通

・学習との関連性を高めた効果的な指導を ○自主的・自律的な生活の確立

進路指導の重点 　計画、実施 ○正義を尊ぶ心の育成

○自己理解と将来の生き方を考える ○組織的な教育相談活動

　指導

○多様な体験学習

○ガイダンス機能の充実

・少人数を活用した効果的

　な指導方法の工夫

・一人一人に応じたきめ細

　かな補充指導

　を取り入れた授業実践

　活用

・生徒授業アンケートの

・アクティブラーニング ・特別支援教育の実践

・道徳の指導法の改善

・各授業で本時のねらいを ・アクティブラーニング ・家庭学習の定着を目指し

　示す 　による指導法の改善 　た家庭への支援

・教師と生徒で分かる授業 　活用した一人一人の追跡 　だよりの地域配布、ＨＰ

　の実現を図る 　調査 　の活用）

・１年学習定着度調査、２年 　もに、次への課題をみいだ 　交流活動

　都学力調査等のデータを 　し意欲がもてる評価の実現 ・情報発信の工夫（学校

・教科、領域のバランスの ・評価システムのＩＴ化を 　評定の方法を周知し、一人 　参加

　とれた教育課程編成 　進める 　一人の努力が報われるとと ・武藏台特別支援学校との

の工夫 の工夫 の工夫 の工夫 の工夫

・指導内容と方法の工夫 ・授業時数の確保 ・基礎学力を図る授業研究 ・生徒と保護者に評価や評定 ・地域行事への積極的な

授業改善に向けた視点

指導内容・指導方法 教育課程編成上 校内研修・研究 評価・評定 家庭・地域との連携

　して「確かな学力」を身につけさせる 生徒指導の重点

・総合的な学習の時間の充実

・全体指導と個人指導の調和

○自己実現達成の支援

○人権尊重教育の推進

「確かな学力」育成の考え方 道徳教育の重点

○計画的・発展的な指導

多様な体験活動を手がかりに、自ら
課題を発見し、課題を追求する過程
で生じた疑問や発見に対して、意欲
的に解決を図り、自らの考えをまと
め発表する力を育てる。

特別教育活動の重点

○学校行事に燃える

学校経営方針 ○規律を守る集団行動

○基礎・基本の確実な定着 ○人や物に対する思いやり

○指導方法の工夫・改善

○自分で考える生徒 〈七中生５つの宝〉

○思いやりのある生徒 ○礼儀正しさ

○強い意志をもつ生徒 ○真面目な授業態度

七中教育目標 期待する生徒像



２．各教科授業改善プラン

分析結果あるいは、指導と評価の現状 これからの授業について、重点として
についての課題 取り組む内容

① 課題 ①
(1)

(2)

(3)

② アクティブラーニング及び言語活動の視点 ②

③ キャリア教育の視点 ③ Ａ
Ａ 人間関係形成・社会形成能力
B 自己理解・自己管理能力 Ｂ
Ｃ 課題対応力
Ｄ キャリアプランニング能力 Ｃ

Ｄ

分析結果あるいは、指導と評価の現状 これからの授業について、重点として
についての課題 取り組む内容

① 課題 ①
(1) (1)

(2) (2)

② アクティブラーニング及び言語活動の視点 ②

資料をまとめ自分の言葉で表現する力が弱い。

③ キャリア教育の視点 ③ Ａ

Ａ 人間関係形成・社会形成能力 Ｂ

Ｂ 自己理解・自己管理能力

Ｃ 課題対応力

Ｄ キャリアプランニング能力 Ｃ

Ｄ

現代社会と自分の生活との関わりについて考
えさせる。また、郷土の施設の活用を図る。
身近な地域の歴史など様々な視点から歴史を
捉えるとともに、対立と合意、効率と公正の
見方や考え方を用いて、現代社会の仕組みに
ついての理解をより一層深めるようにする。
様々な資料を比較・関連させ、資料を読み解
く力をつける。
社会生活の様々なしくみや現代社会の課題に
ついて理解し、身近な生活や自分の将来と結
びつけて考える力を身につけさせる。

教　　科  １.  ２.

社　　会

「資料活用の技能」について、有用な資料を選
択し活用する力が弱い。

様々な資料を適切に収集し、活用して社会的事象
を多面的・多角的に考察し、適切に表現する能力
と態度を育てる。また、グラフ等の読み取りをく
り返し行うことを通して資料活用の技能の向上を
図る。

「思考・判断・表現」について、社会的事象に
ついて様々な資料をもとに多角的・多面的に思
考する力、課題を読みとり解決する力が弱い。

グループ活動の時間や調べ学習等を通して、資料
をまとめたり、発表する場を設け表現する力をつ
ける。社会的事象に対して、共通点や相違点、原
因と結果について、順序立てて説明できる力を身
につけさせる。

社会的事象の共通点や相違点、原因と結果を整理
し、根拠にもとづき論理的に発表する力を、班活
動などを通じて身につけさせる。

グループ活動を行う際、役割を決め、責任を
もって協力しながら進められるよう支援す
書き手の主張に対して自分はどう考えるかを
明確にする活動を多く行う。
根拠を明確にして説明する活動を多く取り入
れる。
ねらいを明確にし、実生活に生きるように書
いたり話したりする場面を多く取り入れる。

教　　科  １.  ２.

国　　語

（１）「書くこと」に対する苦手意識がある生徒が
　　多い。

（２）語彙が少なく、表現力が乏しい。

（３）文法事項や古典の範囲は、繰り返し学習しな
　　いと忘れてしまいやすい。

様々な文字数の文章作成に取り組む課題を設け、
正確に伝えることを意識して取り組むように指導
する。
漢字や語彙の学習に力を入れ、語彙を増やす。ま
た読書のジャンルにも偏りがあるため、バランス
のよい選書ができるようアドバイスを行う。

文法事項や古典の範囲は、時間を空けて繰り返し
復習することで、知識の定着を図る。

個人・ペア・グループ・全体などの様々な授業形
態を行い、交流を通して自己および他者評価～推
敲の場面を多くし、言語による表現力を伸ばす。

表現活動を行う機会は増えたが、表現その
ものに多様性が育っていない。



分析結果あるいは、指導と評価の現状 これからの授業について、重点として
についての課題 取り組む内容

①
(1) (1)

(2) (2)

(3)
　

(3)

(4) (4)

(5) (5)

②
(1) (1)

③ Ａ
Ｂ

Ｃ

Ｄ 関数の学習では第１学年で小学校で学習した
比例
・反比例を数学的に文字を使った式で表し、
第２学年では比例の式の発展形である一次関
数の変化の様子やグラフを学習し、第３学年
では２乗に比例する関数の変化の様子やグラ
フを学習し、段階的に学習を進め、関数への
理解を深めることができる。将来、社会にお
ける様々な課題に取り組む際も、自ら段階的
に目標を定め、進んでいこうとする態度を養
うことができる。

③キャリア教育の視点 「数学的活動」を授業の中にさらに取り入
れ、「説明し伝え合う活動」を通して、考え
方を質的に高めていく。また、粘り強く問題
を解決することを通して、成就感や達成感を
味合わせることによって、「やればできる」
ということを実感させる。Ａ　人間関係形成・社会形成能力

Ｂ　自己理解・自己管理能力 第１学年における文字の学習や、その後の一
元一次方程式、第２学年の連立二元一次方程
式、第３学年の二次方程式を解くための手段
を得ることができる。様々な課題を方程式を
利用することにより解決できるようにする。

Ｃ　課題対応力
Ｄ　キャリアプランニング能力

少人数習熟度別指導については、生徒アンケー
トより、「人数が少なく、質問・発言がしやす
い」や「自分にあったコースでできるから、ス
ピードもぴったりでわかりやすい」とある。学
習意欲や言語活動につなげていけるよう、工
夫・改善を継続していく。

少人数習熟度別指導による工夫・改善
　　　ア）少人数での指導により、きめ細かく一人一
　　　　　人に応じた対応を実施していく。
　　　イ）生徒の意見をより活発に引き出していく。

②アクティブラーニング及び言語活動の視点
数学的用語などを使って、わかりやすく説明を
することは、全体的に苦手である。また、証明
など暗記することはできても、自分なりの言葉
や文章で説明や証明することができない。

数学的な用語や定理等、既習事項を根拠として、
筋道を立てて説明や証明ができるように取り組
む。その際、図表やグラフ等を効果的に利用する
などの工夫をする。

①課題

数　　学

「技能」については、全体的に学習内容の定着
が図られている。特に学力調査の結果では計算
問題の正答率が高い。基礎・基本の定着を図る
取り組みを、ほぼ毎時間の授業の中で継続的に
実施していることが、成果につながっていると
考えられる。

基礎・基本の定着を図るために、引き続き以下の
指導実践を行っていく。
　ア）小テストまたは復習問題等を適宜実施。
　イ）学期毎に定着確認テストを実施。
　　　　（単元全体の理解度を明確にする）
　ウ）問題集の確認。
　　　　（授業内での利用、家庭学習の支援）
　エ）ノート、問題集の点検と確認。
　　　　（学習習慣・家庭学習の定着）

「関心・意欲・態度」については、各単元の導
入や作業・実験的な取り組み等、指導法の工夫
を継続したい。
　また、生徒アンケートによると家庭学習を行
っている生徒が少ない。授業の中だけでなく、
予習・復習の指導に力を入れ、学習意欲を高め
たい。

「関心・意欲・態度」を高めていくために、単元
の導入の工夫をしていくとともに数学に対する学
習意欲を喚起する評価活動に取り組んでいるので
今後も維持していきたい。
　次回の授業内容の予告、授業に対応した問題集
の範囲を伝えることで、家庭での予習・復習を行
いやすくする。

「見方・考え方」については、問題文から必要
な条件を見出し、正しく数量関係を表し、問題
を解決する能力が低い。特に学力調査では、取
り出す力の正答率が低い。しかしながら、読み
取る力・解決する力に関しては、良い結果が出
ているので今後に生かしていきたい。

「見方・考え方」の力を伸ばしていくために､教
材の工夫、生徒の実態に合わせた授業展開､生徒
の考えを促進できる発問を進めていく。

「知識・理解」については、数学関連用語等を
きちんと使うことができない。漢字で書けない
生徒が数人いる。

「知識・理解」については、数学関連用語等の意
味を反復的に確認させる。また、定期テストに出
題するなどして、定着を図る。

教　　科  １.  ２.



① 課題 ①

② アクティブラーニング及び言語活動の視点 ②

③ キャリア教育の視点 ③ Ａ
Ａ 人間関係形成・社会形成能力
Ｂ 自己理解・自己管理能力 Ｂ
Ｃ 課題対応力
Ｄ キャリアプランニング能力 Ｃ

Ｄ

分析結果あるいは、指導と評価の現状 これからの授業について、重点として
についての課題 取り組む内容

 ① 課題 ➀

 ② アクティブラーニング及び言語活動の視点 ➁

③ キャリア教育の視点
Ａ 人間関係形成・社会形成能力
Ｂ 自己理解・自己管理能力 ➂ Ａ
Ｃ 課題対応力
Ｄ キャリアプランニング能力 Ｂ

Ｃ

分析結果あるいは、指導と評価の現状 これからの授業について、重点として
についての課題 取り組む内容

 ① 課題 ① 定期的にスケッチをする時間を作る。
基本の技能・技法を身につける。
意欲的に作業に取り組めない生徒に対する指導

を工夫する。 個々の理解度に合わせて個別指導を充実させる。

 ② アクティブラーニング及び言語活動の視点 ② 作品の鑑賞活動で感想文を書き、発表する。

班で活動（道具を使う）

③ キャリア教育の視点 ③ Ａ

Ａ 人間関係形成・社会形成能力 　

Ｂ 自己理解・自己管理能力

Ｃ 課題対応力 　　

Ｄ キャリアプランニング能力

　
Ｂ

　

Ｃ

教　　科  １.  ２.

美　　術

毎時間の制作目標を明確にし計画的に取り組むこ
とができるようにする。

１年で作品などに対する思いや考えを文章に
まとめ、対象の見方や感じ方を広げる。２年
では作品のよさや美しさなどの価値について
、自分の考えを文章にまとめ作品の良さを発
見する。３年では内面や全体の感じ、価値や
情緒などを感じ取り、外見には見えない本質
的な良さや美しさを捉える。

１年で自分の表したいことを具現化できるよ
うに表現の効果を考え、計画を立てて表現で
きるようにし２，３年で制作の見通しを持ち
ながら自分の表現意図に合う独創的な表現方
法を工夫して表現できる。
毎時間の制作目標を明確にし計画的に取り組
むことができるようにする。

教　　科  １.  ２.

音　　楽

授業で取り組む曲のなかに出てくる音楽用語や音
楽記号を覚え、演奏で実際に表現できるよう練習
する。また、歌詞や曲想、楽曲の背景から、曲に
込める気持ちを考え、思いや意図を持って表現で
きるようにする。

音楽を構成する要素や構造を知覚し、それをも
とに表現を工夫する能力を育てる。

楽曲を鑑賞し、鑑賞文を書いたり、曲の感想を班
で発表し合ったりする。
合唱のパート練習の際に、パートの課題や練習方
法について話し合わせる。

合唱やリコーダーのパート練習を通して、思
いやりや協調性を学ぶ。

毎回、授業振り返りシートに、本時の授業で
できるようになったことと、課題として残っ
たことを書かせる。

理　　科

事前対策を十分に指導した上で、ペーパーテスト
や感想文の記述、実技テスト、レポート作成、口
頭発表などを実施する。また、、少人数グループ
による意見交換や課題解決への取り組む機会を意
図的に設ける。

ほとんどの生徒は意欲的に学習に取り組もうと
するが、具体的な勉強方法がわからなかった
り、論理的に思考することが苦手であったりす
る生徒が少なくない。

客観的な事実の記録、グラフの読み取りなどを通
して、実験・観察の結果や既成事実から、可能性
の検討や適切な文章表現に留意しながら、考察し
ていく方法を指導する。
ホワイトボードを利用して、結果を共有する。

科学用語を適切に用いて、論理的、客観的に記
述したり、口頭で表現する機会が少ない。

少人数のグループ活動を通して、他人の意見
を受容したり、自分の意見を伝えたりする。
スモールステップによる学習を通して、「や
ればできる」と前向きに考えようとする。
自然事象の原因を追究し、ものごとの本質を
とらえようとする。
自然と人の関わりを知ることで、環境問題な
どに対して主体的に判断していけるようにす
る。

教　　科
１．

分析結果あるいは、指導と評価の現状
についての課題 ２．

これからの授業について、重点として
取り組む内容



分析結果あるいは、指導と評価の現状 これからの授業について、重点として

についての課題 取り組む内容

① 課題 ① 運動の特性を理解させ、走跳投のバランスの

目的意識を持って、体力向上を目指す。 良い体力向上を目指す。

体力テストの結果から数値が劣る、握力･投力の

② アクティブラーニング及び言語活動の視点 目標を設定し、日常の積み重ねに力を入れる。

② 保健での話し合い活動

各種運動の場面で教え合い活動を設定する。

練習方法やルールについての話し合い活動を行う。

③ キャリア教育の視点 ③ Ａ

Ａ 人間関係形成・社会形成能力 　  

Ｂ 自己理解・自己管理能力 　  Ｂ 自己形成、欲求やストレスへの対応の理解

Ｃ 課題対応力 自己の体調に応じた運動や安全確認を行う。

Ｄ キャリアプランニング能力 Ｄ 生涯運動に親しむ習慣づくり

分析結果あるいは、指導と評価の現状 これからの授業について、重点として
についての課題 取り組む内容

① 課題 ①

②

② アクティブラーニング及び言語活動の視点
③ A

③ キャリア教育の視点

B

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

C

D

① 課題 ①

②

③ A　
② アクティブラーニング及び言語活動の視点 　　

・考える、書く、話すを組み合わせた授業展開
③ キャリア教育の視点 Ｃ

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

常に知識を与えるだけの授業ではなく課題解
決に導いていく為に、考えさせる機会や設問
を工夫していく。

人間関係形成・社会形成能力
自己理解・自己管理能力
課題対応力
キャリアプランニング

自分の技能を判断し、製作する作品を選択さ
せる。難しい作品にチャレンジするか、易し
い作品をこだわりの作品に仕上げるかを、決
められた時間の縛りの中で判断し、製作にう
つる。

人間関係形成・社会形成能力
自己理解・自己管理能力
課題対応力
キャリアプランニング

目的や条件に応じて、工具・機械の選定や設
計、加工など見通しをもって作業することが
できるようにする。題材ごとに振り返りの時
間を設けて技術の評価活用について考えさせ
る。望ましい職業観や勤労観を育む。

家　　庭

ノートはワークシートを取り入れて板書をとった
り、実物投影機や段階見本を用いて視覚的にわか
りやすい教材を導入する。

・静かに話を聞いたり、ノートをとることはで
　きても自ら課題を捉えて考えることが苦手で
　ある。
・聞く力が弱い生徒が多く、作業開始となった
　段階ですぐに質問をする生徒が多い。

生徒同士や教師と生徒の意見交換を行う。また、
自分の意見を記述する機会を増やし、言語能力を
高めていく。

実習では班内で役割分担をし、時間内に協力
して取り組めるよう、協調性を育む。
家族や地域の人々との関わり方を学ぶ。

審判の判定や勝敗の結果を受けとめ、ルール
やマナーを守らせる。

教　　科  １.  ２.

技　　術

プロジェクターなどを用いて視覚的にわかりやす
く、すぐ確認できるようにする。作業の見通しを
立てさせる。レベル別の課題を準備し、個別指導
を充実させる。日常生活との関連を意識させる。

・聞く力が弱い生徒が多く、作業開始となった
　段階ですぐに質問をする生徒が多い。
・効率的な手順を考えられない。
・学習内容による興味、関心の個人差がある。 「～だけど～である」のように工具などの良い部

分と悪い部分を考えさせて発表させる。
ペアワークを用いて教え合いの場面を設定する。

・自分の意見を言葉にして伝えることが苦手な
　生徒が多い。

情報リテラシー教育の充実を図る。インター
ネットトラブルや情報技術を活用する能力を
育てる。

教　　科  １.  ２.

保健体育

互いのアドバイスや励ましが、技能の向上や

チームワークに大きな影響を及ぼすことを

実践を通して学ぶ。



分析結果あるいは、指導と評価の現状 これからの授業について、重点として
についての課題 取り組む内容

① 課題 ①

② アクティブラーニング及び言語活動の視点 ②

③ キャリア教育の視点
③ Ａ

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

Ｂ

誰とペアになっても言語活動のできる事が大
切であるという指導。また、グループで協力
して答えを導く活動に取り組ませる。また、
質問されたときにははっきりと答えられる、
自分の意思を相手に伝える努力をさせる。

人間関係形成・社会形成能力
自己理解・自己管理能力
課題対応力
キャリアプランニング

自分について英語で表現でき、振り返ること
ができるようにする。

教　　科  １.  ２.

英　　語

まとまった英文を読み取る力を身につけるため、
毎授業で帯び活動として多読を行う。
また、様々なアプローチや、タスクを仕掛け、
個々が集中して英文を読み取る機会を増やしてい
く。

表現活動に重点を置き様々な活動を授業の
中に盛り込んできたので、「思考・判断・
表現」｢技能｣「言語」においてはその成果
が正答率の高さに表れた。しかし、読み取
る力においてはまだ、正答率が低い。語彙
や語法の力は伸びてきているが、まとまっ
た英文から情報を読み取る力が弱いと考え
る。

授業内で言語活動の充実を図る。ペアワークやグ
ループワークをできるだけ取り入れ言語活動を増
やす。


