
令和　3 年度　学力スタンダード指導計画・報告書

教科： 地理歴史 科目： 世界史A 　対象：（第 1 学年 1 組～ 5 組）

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

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

近現代史を中心とする世界の歴史を、地理的条件や日本の歴史と関連付けながら理解する。また、現代の諸課題を歴史的観点から考察して歴
史的思考力を培い、国際社会に主体的に生きる日本国民としての自覚と資質を養う。

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

都立高校の社会科の入学試験問題には、世界史
関連の問題はほとんど見られない。しかし、歴
史的分野の問題の解答分析から、以下のような
傾向が見られる。

・地理的な関係を把握する力が弱い。
・与えられた手掛りから解答を組み立て、論述
する力弱い。

・ 歴史的な事象と場所とのつながりを、より明確にす
る形で授業を行う。その際、資料集等に掲載されて
いる地図を多用し定着を図る。
・因果関係や、ポイントとなる語句の使用を常に意識
させながら、論述問題に取り組む姿勢を育てる。
・授業において歴史の流れを理解させ、学んだことを
的確に表現できるよう繰り返し指導を行う。

・世界史を学ぶ上で基礎となる知識（地理的な関係
等）の重要性を教科担当間で共有し、生徒が知識を
定着できるよう努めていく。
・授業において歴史の流れを理解させ、学んだことを
的確に表現できるよう、繰り返し指導を行う。
・分からないことをそのままにさせないよう、授業内で
質疑応答の時間を確保するなど、生徒が疑問点を解
決できるよう配慮する。



令和 3 年度　学力スタンダード指導計画・報告書

教科： 地理歴史 科目： 世界史Ｂ 　対象：（第 2 学年   組～   組）

教科担当者：（世Ｂ：山口）（：）（：）（：）（：）（：）（：）（：）（：）（：）

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

世界の歴史の大きな枠組みと展開を諸資料に基づき理解させ、歴史的な思考力を培う。

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

都立高校社会科の学力検査問題の中には世界史
の問題が含まれていない。しかし、歴史的分野
の問題に対する解答の分析からは、以下のよう
な傾向がみられる。
・与えられた手がかりから、課題を論述する力
が弱い。
・地理的な関係を把握する力が弱い。

・すでに行っていることではあるが、引き続き授業に
おいて歴史の流れを理解させ、学んだことを的確に
表現できるように繰り返し指導を行う。
・歴史的な事象と場所のつながりを、より明確にする
形で授業を行う。

・定期考査の結果等を通して、授業内容の検証を行
う。そのうえで必要に応じ、本校の生徒の実態に合っ
た改良を加えていく。
・わからないことをそのままにさせないように、授業内
の質疑応答や放課後等の時間を使って、生徒の疑
問点が解決できるように計らう。



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： 政治経済 　対象：（第 3 学年 1 組～ 6 組）

教科担当者：（政経：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。特に、グローバル化が進んでいる現代社会において、これから歩んでいく日
本の立ち位置などを意識して、これからはたさなければならない役割を認識させる。

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。
・出題者の意図を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。
・2か年の地歴学習を通じても社会的関心を持つ
生徒が少ない。
・現代社会で続けている週末課題を実施した結
果、タイムリーな時事用語などに関心を持つ生
徒が増えてきた。

・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。
・入試を意識した学習方法を取り入れる。
・経済分野を切り口に、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、相手の状況を理解するようなプレゼ
ンなどを行わせる。
・アクティブラーニングの手法を取り入れ、主体的に
かつ共同作業として生徒が活動できるような授業を
展開していく。

・必ず、入試問題の時間を確保して、修得した知識
を確認させる。
・購入した問題集を利用し、予習復習させる。
・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： 理科 科目： 生物基礎 　対象：（第 2 学年 1 組～5 組）

教科担当者：（生基１：岩瀬）（生基２：岩瀬）（生基３：岩瀬）（生基４：岩瀬）（生基５：岩瀬）（：）（：）（：）（：）

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、基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得を図るとともに、生命現象に関する基本的な概念等の理解とそれをもと
に自然現象を考察する能力、普段の生活を通して体内で起こる現象をとらえ探求していく力の育成に重点をおいた指導を行う。

高校入試等の分析結果・前年度の学力調査分析結 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

・学力検査の結果分析では、生物系の計6問のうち、
5問が正解率4割を下回る。単元や分野に限らず、習
熟度が低い。残る1問は小学校の理科の知識で正解
を見つけることができるものでそれでも正解率は7割5
分である。全体的に基本からの学習を必要とする状
況と判断する。

中学校理科の生物と化学の分野を念入りに復習す
る指導内容とする。また、教科書併用の問題集を
使った自習支援を実施し、自ら学習する姿勢を少し
でも高めるための工夫を行う。
・できるだけ日常生活に関係の深い、身近な例を取り
上げることで、生物とくに人間の生命活動に興味・関
心を持たせる。

・問題集を使った自宅学習の実施。その結果は授業
中に一人ずつ巡回チェックする。昨年度の試行で、
40人学級で巡回チェックに要する時間は8～10分間
である。
・生物分野に興味・関心を持たせるため、長期休業
中にレポート等の課題を行わせ、自ら決めた題材に
関して調べた上まとめる態度を身に付けさせる。



令和 ３ 年度　学力スタンダード指導計画・報告書

教科： 地理歴史 科目： 地理Ａ 　対象：（第 1 学年３ 組 ４ 組）

教科担当者：（地Ａ：内田）（：）（：）（：）（：）（：）（：）（：）

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、地理的分野の基礎的・基本的な知識・理解・技能の定着を図ることを目標とする。また、様々な事象を地理的に考
察・判断し、表現する力を育む。

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地理的分野の問題
への解答からの分析結果は、以下の通り。
・地理的分野の基本的知識が定着していないた
め、地図を読み取る力が乏しい。
・地理的要因を関連付けて把握する力が低い。
・資料や統計からデータを読み取る力が乏し
い。
・資料や統計から読み取った内容を、文章で表
現する力が乏しい。

・授業において、地理の基礎基本の定着を図る。
・地図を活用し、地理的能力を身に着けさせる。
・資料や統計を活用し、資料を読みとり、その内容を
説明したり、文章で表現したりする力を育む。
・ 世界の諸地域の地誌分野では、地理的事象と歴
史的事象のつながりを意識させながら学習させる。

・授業において、基礎的な問題を理解できるまで繰り
返し扱う。
・定期考査において、論述問題を出題し、文章で表
現する力を身に着けさせる。
・分からないことをそのままにさせないよう、授業内の
質疑応答や放課後の時間を使い、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。



令和 ３年度　学力スタンダード指導計画・報告書

教科： 地理歴史 科目： 日本史A 　対象：（第 3 学年 1 組～ 6 組）

教科担当者：（3年1組：内田）（3年2組：内田）（3年3組：内田）（3年4組：秦）（3年5組：内田）（3年6組：秦）（：）（：）（：）（：）

教科の

指導目標

我が国の近現代の歴史の展開を 諸資料に基づき 地理的条件や世界の歴史と関連付け、現代の諸課題に着目して考察させることによって、歴
史的思考力を培い、国際社会に主体的に生きる 日本国民としての自覚と資質を養う。

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

・中学校までで学んできたはずの基本的な知識
が欠落している生徒が多い。また、出来事の前
後関係も把握できていない。
・地理的な関係を把握する力が低い。
・課題に対して、与えられた資料を手掛かりに
論述を組み立てていく力が低い。

・毎回の授業でその時間の課題を明確にし、最終的
に自分の言葉で表現できるようにするよう、論述の課
題に意識的に取り組ませる。
・その際、自分で書くだけでなく、対話・意見交換・発
表など、書くだけでない表現活動を授業に組み込ん
でいく。
・表現のベースとなる基礎的な知識を身に着けさせ
る。
・複数の資料を使用し、様々な情報の中から自分で
判断し、意見を組み立て、表現し、他者の意見に耳
を傾けることを積み重ねる。
・地図を使用し、歴史的な事象と場所のつながりを明
確にしながら授業を行う。
・授業の中で絵画資料や写真・映像を使用し、視覚
的なイメージを持たせるよう工夫する。

・ワークシートごとに目標を明確にし、生徒が自分の
言葉で論述する課題を設定する。
・論述課題は個別添削をし、学んだことの再構築が
自分でできるよう、日々の授業を通して継続して指導
していく。
・担当者間で学習目標を明確にし、共通の指導を行
う。
・分からないことをそのままにさせないよう、授業中の
質疑応答や放課後の時間を使って生徒の質問に応
じる旨を声かけしていく。
・理解が進まない生徒には個別に課題を出すなど、
きめ細かな指導を行う。

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： 地理歴史 科目： 日本史B 　対象：（第 2 学年 1 組～ 6 組）

教科担当者：（日Bア：秦）（日B2：秦）（：）（：）（：）（：）（：）（：）（：）（：）

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

我が国の歴史の展開を諸資料に基づき地理的条件や世界の歴史と関連付けて総合的に考察させ、わが国の伝統と文化の特色についての認
識を深めさせることによって、歴史的思考力を培い、国際社会に主体的に生きる日本国民としての自覚と資質を養う。

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

・中学校までで学んできたはずの基本的な知識
が欠落している生徒が多い。また、出来事の前
後関係も把握できていない。
・地理的な関係を把握する力が低い。
・課題に対して、与えられた資料を手掛かりに
論述を組み立てていく力が低い。

・単元の課題を明確にし、自分の言葉で表現できる
ようにするよう、論述の課題に意識的に取り組ませ
る。
・その際、自分で書くだけでなく、対話・意見交換・発
表など、書くだけでない表現活動を授業に組み込ん
でいく。
・表現のベースとなる基礎的な知識を身に着けさせ
る。
・複数の資料を使用し、様々な情報の中から自分で
判断し、意見を組み立て、表現し、他者の意見に耳
を傾けることを積み重ねる。
・地図を使用し、歴史的な事象と場所のつながりを明
確にしながら授業を行う。
・授業の中で絵画資料や写真・映像を使用し、視覚
的なイメージを持たせるよう工夫する。

・課題を明確にし、生徒が自分の言葉で論述する課
題を設定する。
・論述課題は個別添削をし、学んだことの再構築が
自分でできるよう、日々の授業を通して継続して指導
していく。
・分からないことをそのままにさせないよう、授業中の
質疑応答や放課後の時間を使って生徒の質問に応
じる旨を声かけしていく。
・理解が進まない生徒には個別に課題を出すなど、
きめ細かな指導を行う。



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： 物理基礎 　対象：（第 2 学年 1 組～ 5 組）

教科担当者：（物基１：菊地）（物基２：菊地）（物基３：菊地）（物基４：菊地）（物基５：菊地）（：）（：）（：）（：）（：）

教科の

指導目標

　加速度
の３つの
公式の小

　授業内
容に興味
を持ち、理

物理分野についての観察、実験を行い、自然に対する関心や探求心を高め、科学的に探求する能力と態度を育成するとともに、基本的概念や
原理・法則を理解させ、科学的な自然観を育成する。

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

・学力検査の結果分析より、物理系の問題計7
問のうち、正答率40％以上のものは計2問で、
残りの計5問は正答率が25％以下であった。基
礎的な既習事項の定着が低いと考えられる。
・授業での生徒の様子から、生徒は公式やグラ
フなど数学的表現に苦手意識をもち、また、計
算力も低いことがわかる。

・物理量の定義を覚え、法則の意味を理解すること
を大事にし、そのうえで現象を把握したり、予測した
りさせる。
・映像資料や実験を通して、学習内容の理解を深め
たり、現象を科学的に表現したり、把握したりする力
を身に着けさせる。
・基本的な計算能力を高める。また、文字式につい
ては、具体的な例や数字を取り上げて、文字式の使
用を慣れさせていく。

・生徒実験の機会をできるだけ多く設け、現象を予
測したり、法則を見出させる。
・生徒同士で学びあう機会と環境を設けることによっ
て、生徒が自ら考えて学習に取り組む習慣を身に着
けさせるとともに、学習に対する達成感を持たせる。
授業担当者として、生徒が自ら考えて学習に取り組
むための手立てを示していく。
・定期的に宿題を出し、基礎的な学力の定着を図
る。
・定期考査（年5回）を実施し、また、定期的に授業
評価を行い、生徒の学力の定着を確認するととも
に、授業改善へ繋げる。

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： 公民 科目： 倫理 　対象：（第 2 学年 1 組～ 6 組）

教科担当者：（倫理：湯浅）（：）（：）（：）（：）（：）（：）（：）（：）（：）

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

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。特に、自己の生きる課題とのかかわりを通じて、人間の存在や価値につい
て思索を深める。

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。
・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。
・１か年の地歴学習を通じても社会的関心を持
つ生徒が少ない。

・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。
・来年度倫理を入試科目として利用する生徒を意識
した学習方法を取り入れる。
・倫理分野を切り口に、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。
・アクティブラーニングの手法を取り入れ、主体的に
かつ共同作業として生徒が活動できるような授業を
展開していく。

・必ず、入試問題の時間を確保して、修得した知識
を確認させる。
・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。


