
札幌市立宮の森中学校 

「学ぶ力」育成プログラム 

 

・自ら目あてを明確にし 

          成果を実感する 

・思考力や価値観等を 

        広げていこうとする 

 
・自分の考えや疑問を 

       他者に対して発信する 

・交流を通して学びを深めていく 

 

・自分で計画を立て学習に取り組む 

・継続的な学習を行う 

 

 

・課題設定の明確化 

・スモールステップの設定 

・自己評価力の育成 

・細かな評価活動 

 ・交流しあえる 

    学習環境としての学級づくり 

・オープンエンドの課題 

・課題探究学習を推進 

 ・ＴＴや習熟度を活用した指導 
・個に応じた指導の充実 
・自分への自信をもたせる 

      きめ細かい指導 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

学ぶ意欲  思考力・判断力・表現力  基礎的・基本的な知識及び技能 
 



平成 29年度「学ぶ力」育成プログラム 
学校番号：３１００７ 

学校名：宮の森中学校 

改訂のポイント 
○「学習などについてのアンケート」の集計と「札幌市全体の共通指標に基づく調査結果」から、本校の平成 28 年度「学

ぶ力」育成プログラムを更に推進していく。 

項目名 項目内容 項 目 内 容 の 具 体 

目
標 

「学ぶ力」の育

成に係る目指

す子ども像 

☆ユニット学習を基盤にした様々な学びあいの中で、思考力・判断力の広がりを自らのものとして、考えることの楽しさ、喜びを実感さ 

せる。 

☆未来の社会参画への意欲につながる体験的な学級・学年づくりを通して、集団の一員としての自覚を高め、心を育てる。 

「
学
ぶ
力
」
に
関
す
る
成
果
や
課
題 

学ぶ意欲 
【昨年度の具体的な取組】 
・課題設定の明確化 ・スモールステップの設定 

・自己評価力の育成 ・細かな評価活動 

【成果】 
⇒学習に対して前向きに取り組もうとする子どもが

多い。 

【課題】 
◇学習課題に能動的に取り組んだり、「わか

る・できる・楽しい」などの実感を伴った

学びによって充実感を高めたりすることが

課題である。 

思考力・判断

力・表現力 等 

【昨年度の具体的な取組】 
・交流しあえる学習環境としての学級づくり 

・オープンエンドの課題 ・課題探求学習を推進 

【成果】 
⇒知識等をもとに思考・判断し、書くことによる表

現をする力があり、交流を通して学びを深めてい

こうとしている。 

【課題】 
◇自分の考えや疑問を他者に対して発信し、

自分の思考力や価値観等を広げていこうと

する意識を高めることが課題である。 

基礎的・基本的

な知識及び技

能 

【昨年度の具体的な取組】 
・ＴＴや習熟度を活用した指導 ・個に応じた指導の充実 

・自分への自信をもたせるきめ細かい指導 

【成果】 
⇒基礎・基本的な学習内容を確実に習得しようとす

る意欲がある。 

【課題】 
◇自ら計画を立て、継続的な学習を行うこと

に課題である。 

今
年
度
の
具
体
的
な 

 
 
 
 
 
 

改
善
策
（
取
組
） 

取組の最重点 

【取組の共有】 
 

 

Ａ「子どもが自ら

考え、判断し、

表現する学習

活動」の充実 

○意見や感想、思いを安心して発表し交流しあえる学習環境としての学級づくり。 

○学習課題を追究する意識や技能を身に付け、課題を工夫しながら課題探究学習を推進。 

Ｂ「自分への自信

をもたせるき

め細かい指導」

の充実 

○ＴＴや習熟度別指導などの個に応じた指導の工夫。 

○スモールステップの設定と、子どもたちが自ら評価する力を身に付けさせ、学ぶことへの意欲の向上・継続につながるきめ細かな評価

活動の推進。 

検
証
の 

方
法 

各種調査や子

どもの自己評

価指標の活用 

○各教科等の評価規準に基づく評価結果の活用や教育相談などによる各教科の取組に対する個別な指導。 

○全国学力・学習状況調査やＣＲＴの活用。 

○札幌市全体の共通指標(子どもの自己評価)の活用。 

○家庭学習の習慣化のために「毎日の学習チャレンジ用紙」の取組を全学年で実施する。 



平成２８年度

全国学力・学習状況調査

調査結果の概要および改善の方向性について

平成２８年４月に３年生を対象に実施された「全国学力・学習状況調査」について
本校の調査結果をお知らせいたします。

・今回実施された国語Ａ・Ｂと数学Ａ・Ｂに関して本校の概要を示しました。
・調査教科の課題を指導内容と照らし合わせ改善の方向性を示しました。
・生活習慣や学習環境に関する調査について、顕著な項目についてまとめました。

「全国学力・学習状況調査」の全国の結果については、国立教育政策研究所のホーム
ページをご覧下さい。

札幌市立宮の森中学校



学力調査の結果の概要及び改善の方向等について

【中学校国語】

本校の概要 今回の調査における課題 改善の方向

【区分及び領域】

主として「知識」に関する問題(Ａ) ●文脈に即して漢字を正しく読む ○スピーチをする際には、要点を
こと。 明らかにし、聞き手に分かりや

すく話すことが大切である。そ
□「話すこと・聞くこと」について のためには、様々な資料を効果
は、ほぼ同程度であるが、全国平 的に活用して話すことが考えら
均の正答率をやや上回っている。 ●語句の意味を理解し、文脈の中 れ、聞き手の立場から資料を提

で適切に使うこと。 示するタイミングを検討する必
要がある。

□「書くこと」については、すべて ○文学的な文章の中には、古典や
の設問で全国平均の正答率を上回 ●登場人物の言動の意味を考え、 近代文学など現代の社会生活と
っている。 内容を理解すること。 は時代背景が異なったり、なじ

みの薄い事柄や風習、道具が描
かれていたりする。そうした作
品を読む際には、言葉を辞書で

□「読むこと」については、１設問 ●相手や場に応じた言葉遣いなど 調べたり、資料を参考にして読
を除き、全国平均の正答率を上回 に気を付けて話すこと。 み進めたりすることが大切であ
っている。 る。

○自分が伝えたいことを相手に話
●目的に応じて必要な情報を読み す際には、相手の立場や状況を

□「言語事項」については、全国平 取ること。 考え、話の内容だけでなく話し
均の正答率を上回っている。 方を工夫するよう指導すること

も必要である。

○文脈の中で使われている言葉の
主として「活用」に関する問題(Ｂ) 意味を考え、その漢字を理解す

る学習活動が有効である。

□「書くこと」については、すべて ○場面に即した語句、語彙の指導
の設問で全国平均の正答率を上回 が大切である。
っている。

□「読むこと」については、１設問
を除き、全国平均の正答率を上回
っている。

札幌市立宮の森中学校 国語

分類 区分 全国との比較（Ａ） 全国との比較（Ｂ）

話すこと・聞くこと 上回っている

書くこと 上回っている 上回っている
学習指導要領

読むこと 上回っている 上回っている
の領域

言語事項 上回っている

選択式 上回っている 上回っている
問題形式

短答式 上回っている 上回っている

記述式 上回っている

＋３ポイント以上 上回っている
※平均正答率を比較して ＋３～－３ポイント ほぼ同程度である

（％） －３ポイント以下 下回っている



学力調査の結果の概要及び改善の方向等について

【中学校数学】

本校の概要 今回の調査における課題 改善の方向

【区分及び領域】
主として「知識」に関する問題(Ａ) ●垂線の作図の方法について理解 ○個々の手順で得られる点や線分

していること。 の特徴を図形を性質と関連付け
て読み取ることができるように

□「数と式」については、すべての 指導の充実を図る。
設問で全国平均の正答率を上回っ
ている。 ●証明の必要性と意味を理解する ○ある図形について証明された命

こと。 題は、その仮定を満たすすべて
の図形について例外なく成り立
つことを捉えられるように指導

□「図形」については、１設問を除 の充実を図る。
き、全国平均の正答率を上回って
いる。 ●比例の関係を表す表から変化や ○比例の表から２つの数量の変化

対応の特徴を捉え、ｘの値に対 や対応の特徴の捉えたり、それ
応するｙの値を求めることがで らの特徴を基にｘの値に対応す
きること。 るｙの値を求めたりする活動の

□「関数」については、１設問を除 充実を図る。
き、全国平均の正答率を上回って
いる。 ●加えるべき条件を判断し、それ ○条件が不足した問題について考

が適している理由を判断するこ 察することができるように指導
とができること。 の充実を図る。

□「資料の活用」については、すべ
ての設問で全国平均の正答率を上 ●グラフの傾きを事象に即して解 ○問題解決において用いたグラフ
回っている。 釈することができること。 を事象に即して捉えなおす活動

の充実を図る。

●与えられた式を用いて、問題を ○目的に応じて資料を整理し、資
主として「活用」に関する問題(Ｂ) 解決する方法を数学的に説明す 料の傾向を読み取り、解決の構

ることができること。 想を立てる活動の充実を図る。

□「数と式」については、すべての
設問で全国平均の正答率を上回っ
ている。

□「図形」については、すべての設
問で全国平均の正答率を上回って
いる。

□「関数」については、すべての設
問で全国平均の正答率を上回って
いる。

□「資料の活用」については、すべ
ての設問で全国平均の正答率を上
回っている。

札幌市立宮の森中学校 数学

分類 区分 全国との比較（Ａ） 全国との比較（Ｂ）

数と式 上回っている 上回っている
学習指導要領

図形 上回っている 上回っている
の領域

関数 上回っている 上回っている

資料の活用 上回っている 上回っている

選択式 上回っている 上回っている

問題形式 短答式 上回っている 上回っている

記述式 上回っている

＋３ポイント以上 上回っている
※平均正答率を比較して ＋３～－３ポイント ほぼ同程度である

（％） －３ポイント以下 下回っている



生活習慣や学習環境に関する調査について

【生徒質問用紙】

肯定的な回答の多い項目（全国と比べて）

★著しく肯定的な回答が多いもの

自分には、よいところがあると思いますか。
友達の前で自分の考えや意見を発表することは得意ですか。
普段(月～金曜日)、１日当たりどれくらいの時間、テレビやビデオを見たり、聞いたりしますか。(２時間未満)
普段(月～金曜日)、１日当たりどれくらいの時間、テレビゲーム等をしますか。(２時間未満)
土曜日や日曜日など学校が休みの日に、１日当たりどれぐらいの時間、勉強をしますか。（３時間以上）
学習塾等で勉強をしていますか。
家で、学校の授業の予習をしていますか。
家で、学校の授業の復習をしていますか。
家で、予習・復習やテスト勉強などの自学自習において、教科書を使いながら学習していますか。
地域や社会で起こっている問題や出来事に関心がありますか。
新聞を読んでいますか。
１，２年生のときに受けた授業では，先生から示される課題や、学級やグループの中で，自分たちで立てた課題に
対して、自ら考え、自分から取り組んでいたと思いますか。
１，２年生のときに受けた授業では、生徒の間で話し合う活動をよく行っていたと思いますか。
１，２年生のときに受けた授業で、生徒の間で話し合う活動では、話し合う内容を理解して、相手の考えを最後ま
で聞き、自分の考えをしっかり伝えていたと思いますか。
４００字詰原稿用紙２～３枚の感想文や説明文を書くことは難しいと思いますか。（難しいと思わない）
学校の授業などで、自分の考えをほかの人に説明したり、文章を書いたりすることは難しいと思いますか。
国語の勉強は好きですか。国語の授業の内容はよく分かりますか。 （難しいと思わない）
読書は好きですか
国語の授業で目的に応じて資料を読み、自分の考えを話したり，書いたりしていますか。
国語の授業で意見などを発表するとき、うまく伝わるように話の組み立てを工夫していますか。
国語の授業で自分の考えを書くとき、考えの理由が分かるように気を付けて書いていますか。
国語の授業で文章を読むとき、段落や話のまとまりごとに内容を理解しながら読んでいますか。
数学の問題の解き方が分からないときは、諦めずにいろいろな方法を考えますか。
数学の授業で問題を解くとき、もっと簡単に解く方法がないか考えますか。
数学の授業で公式やきまりを習うとき、その根拠を理解するようにしていますか。

・上記以外でも、全国平均を上回っている項目は多い。

肯定的な回答が少ないと思われる項目（全国と比べて）

今住んでいる地域の行事に参加していますか。

１，２年生のときに受けた授業で扱うノートには、学習の目標（めあて・ねらい）とまとめを書いていたと思いま

すか。

数学の授業の内容はよく分かりますか。

・全国と比べて、肯定的な回答が少ない項目は多くはない。

≪生活習慣に関して≫

・テレビ視聴時間やゲーム、携帯やスマホでの通話やメール、インターネットをする時間は多くなく、

勉強や読書の時間は多く、家庭での時間の使い方など家庭の教育力の高さが表れている。

ただ、平日の就寝時間が午前０時以降の生徒の割合が全国に比べて多い。

≪学習習慣に関して≫

・学習に対する意欲が高く、予習・復習を中心とした家庭での計画的な学習習慣もきちんと身に付い

ている。しかし、教科の授業の大切さや有益さについての意識を高める必要がある。

・読書習慣が定着し、長文を読解して考えたり書くことへの意欲が高く、ユニット学習を取り入れた

成果から、表現力も身に付いている。

≪自尊意識、規範意識に関して≫

・「規則を守る」「いじめを許さない」など社会規範や人権に関する項目がやや低い。



平成 29年度「健やかな身体」育成プログラム 
学校番号：３１００７ 

学校名：宮の森中学校 

「健やかな身体」育成

プログラムのポイント 

◎子どもたちが自らの体力向上を目指し、日常的に運動に親しむ機会を充実させる 

◎生涯にわたり、健康で充実した生活を送るために必要な知識や能力を身につけられるような保健教育を推進する 

項目名 項目内容 項 目 内 容 の 具 体 

目
標 

「健やかな身体」

の育成に係る目

指す子ども像 

☆自他の安全に留意し、心身ともに健全で調和のとれた生徒 

☆日常生活の中で、自分の心身の健康について管理し、増進を図る意識をもつ生徒 

「
健
や
か
な
身
体
」
に 

関
す
る
成
果
や
課
題 

Ａ 体育に関

する指導の

充実 

【具体的な取組】 
○体育におけるスキー授業の継続実施 

○運動部活動の活性化のための(特別)外部指導

者の活用 

○通学路除雪ボランティアの実施と「雪かき汗

かきチャレンジ」への参加 

【成果】 
⇒校区内にスキー場があり、授業もそこで行うので、技術

の面でも高いレベルをねらう生徒が多くなった。 

⇒技術的な面でもいろいろと指導をしていただき、さらに

上のレベルを目指す生徒が多くなった。 

⇒継続開催することで、参加する生徒が増えている。 

【課題】 
□中にはスキー授業の時だけしか経験しないと

いう生徒が増えてきているので、身近な環境

を活かす様に工夫する。 

□技術面に加え、メンタル面や食に関する面に

ついても意識づけをしていく必要がある。 

□教師側からの声掛けで参加する傾向にある。 

Ｂ 健康に関

する指導の

充実 

【具体的な取組】 
○飲酒・喫煙・薬物に関する授業を保健で充実 

○ゲストティーチャー(保健師)を活用した性感

染症の授業を道徳で実施 

○給食の時間、家庭科の授業を通して、食に関

する授業の充実 

【成果】 
⇒専門家から話を聞くことで興味をもつ生徒が多くなり、

発表物を作成し表彰を受けている。 

⇒具体的な事例について、詳しく知ることができている。 

⇒自分のお薦めの弁当レシピを作ったり、自らの食生活に

ついて興味をもったりする生徒が多くなっている。 

【課題】 
□実生活の中ではなかなか起こりえないことも

多いため、単なる知識となっている。 

□「命を大切にする指導」との関連を意識させづ

らい面がある。 

□普段の食生活でもバランスのとれた食事をす

るように心がけること。 

今
年
度
の
具
体
的
な 

 
 
 
 
 

改
善
策
（
取
組
） 

取組の最重点 

 

 

 

Ａ 体育に関

する指導の

充実 

○体育におけるスキー授業の実施 

○運動部活動の活性化のための(特別)外部指導者の活用（メンタル面も含む） 

○積極的な通学路除雪ボランティアへの参加と「雪かき汗かきチャレンジ」への参加等の取組の継続・強化 

Ｂ 健康に関

する指導の

充実 

○保健の時間を通して、飲酒・喫煙・薬物に関する授業の実施 

○道徳の時間におけるゲストティーチャー(保健師)を活用した性感染症の授業の実施 

○給食の時間、家庭科の授業を通して、食に関する指導充実を図る等の取組の継続に加えて、「家庭教育学級」、「サタデース

クール」による食や栄養に関しての保護者への啓発 

検
証
の 

 
 

方
法 

各種調査等

の活用 

○保健体育の評価規準に基づく学習状況評価結果の活用（日常の実技テストや観察等） 

○全国体力・運動能力、運動習慣等調査等を活用 

○児童・生徒アンケートや保護者アンケート等の活用 

○学校評議員会・学校関係者評価等の活用 
 

Ａ･Ｂ 自分に自信をもてるような体力づくりの工夫と、健康的な生活習慣意識を定着させる 


