
令和 ３ 年度　学力スタンダード指導計画・報告書

教科： 英語 科目： コミュニケーション英語Ⅰ 　対象：（第 1 学年 1 組～ 5組）

教科担当者：（12a：齊藤）（1b：水元）（2b：池）（34a：齊藤）（3b：水元）（4b：池）（5a：齊藤）（5b：池）

教科の

指導目標

生徒の変容 生徒の学力の定着状況 次年度に向けた指導体制の改善

年度末

年度当初

高校入試の問題分析より

各大問の正答率（得点率）
大問１：リスニング問題・・・約56％
大問２：絵や表を見ながら短い対話文の空所
を埋める問題・自由英作文問題・・・約46％
大問３：長文問題(対話形式)・・・約46％
大問４：長文問題・・・約35％

合格者平均点をやや下回った。本年度の生徒は
リスニング力が比較的高くなっている。逆に自
由英作文などは基本文法や語彙の定着が悪く基
礎的な事柄もかけていない生徒が多かった。基
本の定着が課題である。

１　中学英語の総復習
入試の結果からも基礎学力不足の生徒が数多くいる
ことがわかった。基本を重視した授業の必要性があ
る。宿題課題を出し、家庭学習の習慣つけが必要で
ある。
２　英語への動機付け
大部分の生徒が中学時代を振り返り、英語に対して
「嫌い」「やや嫌い」と答えている。更に、中学の途中
でつまずき、そのまま勉強しなかったという生徒が多
くいることがわかった。興味・関心を喚起する授業の
工夫が必要である。

１．指導方針の徹底
年度初めに丁寧なオリエンテーションをして、指導目
標や授業の受け方・宿題や小テストについての方針
を伝える。
２．教材や指導方法の共有
プリント教材や効果的な指導法について共有する。
３．英語に対する興味・関心の維持・喚起
洋楽や英語雑誌を活用するなど工夫を凝らす。
４．上位層はさらに伸ばし、苦手な生徒も落ちこぼれ
させない。
学力不振の生徒は放課後や長期休業中に補習を実
施する。また、上位層を伸ばすための講習を実施す
る。

学力スタンダードに基づき、基礎、基本の定着を図ることを目標とする。得意な生徒は一層伸ばすとともに、苦手意識を持つ生徒には、動機付
けに様々な工夫を凝らし、少しでも英語嫌いの気持ちを払拭させ、前向きに学習させる。

高校入試等の分析結果 分析結果を踏まえて検討した指導内容 指導体制の確立



令和 3 年度　学力スタンダード指導計画・報告書

教科： 外国語 科目： ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ 　対象：（第 2 学年 1 組～ ５組）

教科担当者：（Ⅱ12a：磯）（Ⅱ34a：磯）（Ⅱ5a：磯）（Ⅱ1b：川田）（Ⅱ2b：五島）（Ⅱ3b：吉川）（Ⅱ4b：五島）（Ⅱ5b：川田）

教科の

指導目標

外国語を通じて、言語や文化に対する理解を高め、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図り、情報や相手の意向などを理
解したり自分の考えなどを表現したりする実践的コミュニケーション能力を養う。

高校入試等の分析結果・前年度の学力調査分析結 分析結果を踏まえて検討した指導内容 指導体制の確立

年度当初

昨年度１月実施の実力診断テスト結果より
１：発音・アクセント問題・・・得点率65.0%
２：文法・語彙問題・・・得点率43.5%
３：会話表現問題・・・得点率40.0%
４：読解問題・・・得点率42.2%
５：表現力問題・・・得点率43.0%
合計点の校内集計結果・・・得点率43.3%

全体として、人称代名詞の格や３単現のs等、中
学の基礎の定着に課題がある。be動詞と一般動
詞の混在、疑問詞を用いた疑問文への答え方の
誤りが目立った。

2学年にも多様な進路希望の生徒が混在しており、
英語の能力にも大きな差がある。

・発展クラスには、語彙や文法の基礎力をつけた上
で、英文を意味のまとまりごとに区切りながら、出来る
だけ速く、かつ正確に読む力をつけたい。さらに様々
な問題に対応できるように基礎的な力だけでなく、応
用力もつける。

・基礎クラスには、品詞の区別や、人称代名詞、英語
の基本的な語順の規則、語形変化、否定文、疑問文
の作り方など、中学校で既習している基礎的な内容
と、1年次に学習した内容をを定着させる。

習熟度別授業の利点を活かし、決め細やかな指導
で基礎・基本の確実な定着を目指す。

・発展クラスには基礎・基本を随時確認しつつ、大学
受験を意識した発展的な内容も加味し、演習を多く
取り入れる。

・基礎クラスには中学校での基本が十分に身につい
てない者が多いことを踏まえ、中学校の内容・1年次
の内容の復習を織り交ぜながら、小テストや課題等
で繰り返し指導する

生徒の変容 生徒の学力の定着状況 次年度に向けた指導体制の改善

年度末



令和 ３ 年度　学力スタンダード指導計画・報告書

教科： 理科 科目： 化学基礎 　対象：（第 1 学年 1 組～ 6 組）

教科担当者：（1-1：米倉）（1-2：米倉）（1-3：三浦）（1-4：三浦）（1-5：三浦）（：）（：）（：）（：）（：）

教科の

指導目標

　

　実験・観察や教室での授業を通し、考える力や判断力をやしなうと共に基礎的な力を身につけさせる。毎授業での目標を設定し、授業の振り
返りをさせ、目標を達成する喜びを感じさせ､さらなる学習意欲を引き出す。また、家庭学習の習慣を身につけさせる。

高校入試等の分析結果・前年度の学力調査分析結 分析結果を踏まえて検討した指導内容 指導体制の確立

年度当初

・各科目の正答率は生物40.6％、化学12.8％、
物
　理27.3％、地学31.6％である。
・化学分野の各問題を四観点に分類し、正答率
を
　比べると、関心・意欲・態度は問う問題がな
し
　思考・判断・・・5.4％、表現する能力・・・
　11.6％、知識・理解・・・18.2％となった。
・全体的に基礎力を身に着ける必要がある。

・ 分数､小数､かけ算、割り算などの、基本的な計算
をする
　力を養う。
・元素記号を覚え、物質名や化学式・イオン式などの
基本
  的な事項を覚える。
・化学変化に関する基本的な概念や法則の理解と、
それを
　もとに自然現象を考察する能力を養う。そのため
に、プロ
　ジェクター等を利用して動画や映像を含めた実験
や観察
　を取り入れていく。
・実験を通して結果を予測したり正しい手順 を考え
実験を

･提出物をきちんと出させる。内容に不足がある場合
には再
 提出をさえる。忘れ物の点検を行う。ファイルの用
意。
･自宅学習の定着をはかるため、宿題を定期的に出
す。
・授業時間内で簡単な問題で振り返りを行う。
・小テストの実施。
・授業内容の理解度を自分自身で確認させるため、
プリント
　にわからなかった箇所や理解度を記入させる。
・授業や実験の課題に対して､個人(グループ)で考
え、発
　表をさせる。
･身近なものを取り上げて、実験･観察を行う。

生徒の変容 生徒の学力の定着状況 次年度に向けた指導体制の改善

年度末



令和 ３年度　学力スタンダード指導計画・報告書

教科： 公民 科目： 現代社会 　対象：（第 3 学年 1 組～ 6 組）

教科担当者：（1：井上）（2：井上）（3：井上）（4：井上）（5：井上）（6：井上）（：）（：）（：）（：）

教科の

指導目標

新聞をはじめとするメスメディア、インターネットなどさまざまな教材を活用し、社会的事象に関心をもって多面的・多角的に考察できる能力、公
正に判断する能力と態度、社会的見方や考え方を身に着けさせると同時に、かけがえのない一人の個人、人間としての在り方生き方について
自覚させる。

高校入試等の分析結果・前年度の学力調査分析結 分析結果を踏まえて検討した指導内容 指導体制の確立

年度当初

都立高校社会科の入試問題の公民的分野の問題

への解答からの分析結果は、以下の通り。

・出題者の問題の意図を良く読み取ることがで

きない。

・与えられた手掛りから課題を論述する力が低

い。

・習得したであろう公民的分野の基礎的知識、

概念、技能を持っていない生徒が多い。

・既に行っていることではあるが、引き続き、

授業に於いて、今日の社会問題の流れを理解さ

せ、学んだことを的確に表現出来るよう繰り返

し指導を行う。

・さまざまな切り口で社会を見ていくことがで

きるように、授業の中で展開する。その際、新

聞や資料集等を多用し、定着を図る。

・学んだことを発表するなど、外に発信する機

会を多く行う。その際、相手の状況などを想定

してプレゼンなどを行う。

・例年通り、週末課題を実施し、週の初めに解

説するなど、論述する能力を育成する。

・分からないことをそのままにさせないよう、

授業内の質疑応答や授業前の時間の利用、放課

後の時間を使って、生徒の疑問点が解決できる

よう計らう。

・成績不振者へ課題を出すなどし、理解が進ま

なかった生徒への指導を科として行う。

生徒の変容 生徒の学力の定着状況 次年度に向けた指導体制の改善

年度末



令和３年度　学力スタンダード指導計画・報告書

教科： 国語 科目： 現代文ＢⅠ 　対象：（第 2 学年 1 組～ 5組）

教科担当者：（現ＢⅠ１：池田）（現ＢⅠ２：池田）（現ＢⅠ３：池田）（現ＢⅠ４：中島）（現ＢⅠ５：中島)

教科の

指導目標

生徒の変容 生徒の学力の定着状況 次年度に向けた指導体制の改善

年度末

近代以降の様々な文章を的確に理解し，適切に表現する能力を高めるとともに，ものの見方，感じ方，考え方を深め，進んで読書することによっ
て，国語の向上を図り人生を豊かにする態度を育てる。

高校入試等の分析結果・前年度の学力調査分析結 分析結果を踏まえて検討した指導内容 指導体制の確立

年度当初

○令和２年度定期考査の正答率の変遷
　　　 定期考査Ⅰ ⇒Ⅱ ⇒Ⅲ ⇒Ⅳ ⇒Ⅴ
１漢字の読み　　85%⇒87%⇒68%⇒95%⇒86%
２漢字の書き　　82%⇒69%⇒66%⇒73%⇒81%
３小説文  　　　31%⇒65%⇒87%⇒70%⇒61%
４説明文  　　　67%⇒62%⇒40%⇒66%⇒61%
５古典読解　　　67%⇒73%⇒68%⇒64%⇒63%

定期考査の結果から漢字の読み書きの能力は、不十
分な点もありつつも、おおむね向上していると考え
られる。また、小説文、説明文に関しても問題に
よってばらつきはあるものの、読解力は培われてい
ると考える。ただし、古典読解については生徒に
よって大きな差が生まれてしまっている。

１ 国語の基本である漢字の読み書き能力を向上さ
せる。また、対義語や四字熟語、ことわざや慣用句
等の指導も充実させる。
２ 小説における登場人物の心情の読み取りは比較
的よくできている。作者の意図の読解等、一層の充
実を図りたい。論理的な文章においても、接続詞に
注目する等して丁寧な読解を心掛け、その上で「な
ぜ」を問うことで論理的な思考力の向上を図りた
い。

１ 毎回の授業の冒頭に漢字テストを行い、学習習
慣の確立と基礎学力の定着を図る。長期休業中の課
題等で漢字に加えて対義語や四字熟語、ことわざや
慣用句等も取り入れる。
２ 週末課題として、新聞記事（「天声人語」）を
利用した評論問題に定期的かつ継続的に取り組ませ
る。
３ 教科担当者の間で学習課題を共有することで目
標を明確にし、指導内容を精選する。
4　長期休業を利用した補習の実施。



令和 3 年度　学力スタンダード指導計画・報告書

教科： 国語 科目： 現代文Ｂ 　対象：（第 3 学年 1 組～ 6 組）

教科担当者：（１組：井上）（２組：井上）（３組：下尾）（４組：下尾）（５組：下尾）（６組：井上）（：）（：）（：）（：）

教科の

指導目標

生徒の変容 生徒の学力の定着状況 次年度に向けた指導体制の改善

年度末

学力スタンダードに基づき、基礎、基本を定着させることを目標とする。その上で、
近代以降の様々な文章を的確に理解し，適切に表現する能力を高めるとともに，ものの見方，感じ方，考え方を深め，進んで読書することによっ
て，国語の向上を図り人生を豊かにする態度を育てる。

高校入試等の分析結果・前年度の学力調査分析結 分析結果を踏まえて検討した指導内容 指導体制の確立

年度当初

○平成３1年度定期考査の正答率の変遷
　　　 定期考査 Ⅰ ⇒Ⅱ ⇒Ⅲ ⇒Ⅳ
１漢字の読み　　58%⇒68%⇒71%⇒98%
２漢字の書き　　25%⇒30%⇒89%⇒67%
３小説文  　　　84%⇒73%⇒93%⇒69%
４評論文  　　　56%⇒52%⇒78%⇒69%

１．２について　　国語の基本である漢字の読み書き
能力を向上させる。また、語彙力の全般的な向上を
目指した指導も充実させる。大学短大はじめ各種入
試での出題傾向を視野に入れる。
　３．４について　　小説などで登場人物の心情の読
み取りは比較的良くできている。さらに一層の充実を
図りたい。併せて、評論文の読解力が低いので論理
的な読み取り能力の向上を図る。各種入試での出題
傾向等も視野に入れる。

１　生徒一人一人の力に合わせたきめ細かい指導を
行う。
２　例文を筆写させるだけでなく文章に基づいて考え
た自   己の意見をノートやワークシートに書かせ、提
出させる。
３　根拠と論拠に基づく読みに到達できるようなワー
クシートや発問の工夫をする。
４　基礎知識の不足している生徒への補習指導を各
学期末や夏季休業中に実施する。



令和　3 年度　学力スタンダード指導計画・報告書

教科： 国語 科目： 国語総合 　対象：（第 1 学年 1 組～ ５組）

教科担当者：（1：河井/南口）（2：南口/河井）（3：河井/南口）（4：南口/河井）（5：河井/南口）

教科の

指導目標

学力スタンダードに基づき、基礎・基本の定着を図ることを目標とする。このために学習習慣が定着するようにし、反復学習を行い、特に文章を
論理的に正確に読む力を身につけさせる。

高校入試等の分析結果・前年度の学力調査分析結 分析結果を踏まえて検討した指導内容 指導体制の確立

年度当初

１　漢字の読み　　　　　　　71.0％
２　漢字の書き　　　　　　　60.7％
３　小説文  　　　　　　　　68.6％
４　説明文  　　　　　　　　58.9％
５　古文を題材にした説明文　59.8％

１．２国語の基本である漢字の読み書き能力をさらに
向上させる。
３．４．５．引きつづき小説文における心情の読み取り
能力が昨年度と比べるとやや低下した。併せて説明
文や評論文の読解力が低い傾向にあるため、論理
的な読み取り能力の向上を図る。

１　週末課題での漢字練習や漢字の小テストなどを
定期的に実施し学習習慣の確立と基礎学力の定着
を図る。
２　教科担当者の間で学習目標を明確にし、指導内
容を精選する。

生徒の変容 生徒の学力の定着状況 次年度に向けた指導体制の改善

年度末



令和 ３ 年度　学力スタンダード指導計画・報告書

教科： 数学 科目： 数学Ⅰ 　対象：（第 1 学年 1 組～ 5 組）

教科担当者：（12a：武井）（1b：菊地久）（2ｂ：谷藤）（34a：武井）（3b：菊地久）（4ｂ：谷藤）（5a：武井）（5b：菊地久）

教科の

指導目標

生徒の変容 生徒の学力の定着状況 次年度に向けた指導体制の改善

年度末

学力スタンダードに基づき、基礎、基本を定着を図ることを目標とする。このために学習習慣の確立をすすめ、反復練習を重ねることで、解ける感覚を
味わい、論理的思考力、判断力を育む指導を行う。

高校入試等の分析結果・前年度の学力調査分析結果 分析結果を踏まえて検討した指導内容 指導体制の確立

年度当初

１．「数と式、図形、資料の活用」は、72.6％の正答
率。括弧を外し、同類項をまとめて一次式を計算する
94.8%だが、平方根の計算、度数分布表はやや正答率が
低くなっている。作図の正解率は59.6%だった。
２．「数学的な見方や考え方に基づいて事象を数理的に
考察する」の記述問題は、5.7%の低い正答率となってい
る。
３．「関数」は、ｙの変域を表す問題は61.5%である
が、２点を通る直線の方程式は60.2％、動点の座標と面
積の問の正答率はわずか4.5%である。
４．「平面図形」の相似な図形の証明は性質などを活用
する問の正答率は4.5％、線分の比を求める問題の正答
者は１人である。
５.「空間図形」に関する問題の正答率は25.6％、8.3％
とかなり低い結果となった。

１．中学段階の内容も補いながら、実数の計
算、因数分解、方程式、平方完成など基本的な
計算力を徹底する。
【到達目標】学力調査において、教科書・傍用
問題集基礎問題程度の問題で80%以上の正答率。
２．関数式の取り扱い・グラフの作図を徹底
し、具体的な事象の考察等に活用できるように
する。
【到達目標】基本事項：学力調査において、傍
用問題集標準問題程度で60%以上の正答率。

１．年間指導計画の改善
既習関連事項、学習目標を明確にし、授業の中
でも徹底する指導を担当者間で共有する。
２．習熟度別授業の改善・充実
担当者間の連絡調整を密に行い、定期考査の成
績に基づいて、クラス編成替えを行う。
３．単元指導計画に基づいた確認プリントの実
施
定期的に確認プリントを行い、内容の定着を図
る。
４．問題集ノートの定期的な確認



令和 ３ 年度　学力スタンダード指導計画・報告書

教科： 数学 科目： 数学Ⅱ 　対象：（第 2 学年 3組～ 4 組）

教科担当者：（数学Ⅱ：菊地）（：）（：）（：）（：）（：）（：）（：）（：）（：）

教科の

指導目標

生徒の変容 生徒の学力の定着状況 次年度に向けた指導体制の改善

年度末

式と証明・高次方程式、図形と方程式、いろいろな関数および微分・積分の考えについて理解させ、基礎的な知識の習得と技能の習熟図り、事
象を数学的に考察し処理する能力を伸ばすとともに、それらを活用する態度を育てる。

高校入試等の分析結果・前年度の学力調査分析結 分析結果を踏まえて検討した指導内容 指導体制の確立

年度当初

　おおむね基礎学力が付いている生徒が多い。
また、加減乗除の計算、分数計算など、小中で
の既習事項が定着している生徒が多い。授業
は、真面目に聞く様子は伺える。小テストでは8
割弱の正答率がでる。わからない問題を放って
おこうとせずに、すぐに、見直しやり直しをす
る生徒も多くいる。高１のときに見られた姿勢
であるが、問題解決しようとする習慣、意欲は
ある。

　数学1、数学Ａの内容も補いながら、「いろい
ろな式」「図形と方程式」「指数関数・対数関
数」「三角関数」「微分・積分の考え」につい
て理解させる。高等学校数学の根冠をなす内容
について広い数学的な資質・能力を育てる。

【到達目標】
　学力調査において、教科書・副教材の基礎問
題で80％以上の正答率。

１.学習習慣の定着
家庭学習不足を補うために、課題の提供、小テ
ストの活用、副教材の活用を行う。
２.個に応じた授業の充実
授業内容を精選して、演習時間の確保に努め
る。必要な項目の振り返りや学び直しを適宜行
い、くり返し訓練することで定着を図る。
３.解き方の指導
考え方の必要性を伝え、途中式の大切さを年度
当初から指導し、取り組みを見守ることや、式
の解き方（処理方法）を改めて教え直してい
く。
４.学習意欲
興味を引き出すような話題の提供もときにはす
る。


