
平成２９年度 新島村立新島中学校 

授業改善推進プラン 

 

【教科名：国語】 

 現状分析 課題 具体的な方策 

１

年 

・関心・意欲・態度は概ね良好。 

・言語に関する知識の習得は

良好。 

・文を書くこと・読み取ること

の技術が足りず、苦手意識

をもっている。 

・話し合い活動などグループ

での活動に意欲的に取り組

める。 

・作文や記述の技術の習得と

技術活用の機会の充実。 

・さまざまな文章の読み取り

の技術習得と技術活用の機

会の充実。 

・関心・意欲・態度の良さの持

続。 

・自分の考えを文にまとめる練

習を繰り返し行う。 

・自分の考えを文字表現する機

会を増やすとともに意見交

換の楽しさや意義に気づか

せられるグループ活動を行

う。 

・教科書の文章で読み取りの技

術を学んだ後に教科書外の

文章で同じ読み取りを行う。 

・各単元の終わりに成果を生徒

と確認し、自信をもたせ、次

の活動への意欲につなげる。 

２

年 

・関心・意欲・態度に差がある

が、努力する生徒が増えて

いる。 

・話す聞く能力は都平均に近

い。 

・知識・読む能力は都平均より

低い。 

・書く能力・解決する力は都平

均よりかなり低い。 

 

・関心・意欲・態度のさらなる

向上。 

・話す聞く能力の発展的学習

の充実。 

・知識・読む能力の基礎学習

の充実。 

・書く能力・解決する力の技

術習得と活用機会の充実。 

・ペア・グループ活動を取り入

れ、質問しやすい雰囲気を作

る。 

・話す聞く活動の課題レベルを

上げる。 

・漢字学習の小テストの徹底を

し、自信につなげる。 

・文章の読み取りの練習を繰り

返し、達成感を積み重ねる。 

・作文を書く機会を継続的に確

保する。 

・文章の読み取りで問題解決型

の授業展開をする。 

３

年 

・関心・意欲・態度に差はある

が、全体的に真面目に取り

組む雰囲気である。 

・1 学年の時に比べ読む能力・

言語についての知識が大き

く伸びている。 

・基本的な知識は全国平均レ

ベルだが、応用的な活用は

全国平均を大きく下回る。 

・関心・意欲・態度の良さの持

続。 

・漢字の定着の徹底。 

・技術や知識を活用する力の

育成。 

・ペア・グループ活動を取り入

れ、質問しやすい雰囲気を作

る。 

・漢字の復習の徹底を行い、引

き続き知識を固める。 

・基礎の復習や基礎固めから、

発展的な学習へ移行してい

く。 

・複数の文章を同時に扱い、的

確に情報を整理する能力を

高める。 

 

 

 

 

 

 



【教科名：社会】 

 現状分析 課題 具体的な方策 

１

年 

・授業に前向きに取り組めて

いて、発言・質問も多い。 

・毎回の復習テストにはしっ

かり取り組めてきている。 

・知識を活用する思考や技能

面がまだ不十分。 

・覚える努力はできているの

で、覚え方の工夫や、覚えた

知識の定着を図る。 

・「なぜ？」という問いを多く

投げかけることで、思考力

を伸ばしていく。 

・新しく学んだことと関連する

復習の発問をするなど、知識

の関連付けを図っていく。 

・班学習の中で問いに対して

自分で考え、言葉にする機

会を多く設けていく。 

２

年 

・勉強の仕方を工夫し、自分な

りの勉強方法を身につけつ

つある生徒が増えてきた。 

・何事もめんどうがり自主的

に取り組めず、集中も持続

しない生徒もいる。 

・言葉の力が不足している。 

・身につけた知識を活用する

思考力や、資料活用の技能

の向上を図る。 

・「覚えるのは自分の努力次第」で

あることを徹底し、粘り強

く取り組む姿勢を育む。 

・言葉の力の向上。 

・事象の背景を考えさせ、原因

や理由をつながりで理解す

る習慣を身につけさせる。 

・白地図テストなどは合格する

まで放課後補習を行う。 

・教科書全文読みや、穴埋めノ

ートなどの活用。 

３

年 

・授業に集中して取り組み、ノ

ートも自分で工夫できる生

徒が増えている。 

・知識を活用する思考や技能

面でも向上が見られるが、

まだ知識の活用に至らない

生徒も少なくない。 

・学習に対して主体的に取り

組める、自分で勉強できる

生徒へと育成していく。 

・学んだことを自分の生活に

結びつけて考えることで、

知識を活用して思考するこ

とを習慣づけていく。 

・家庭学習ノートの取り組み方

など、日々の学習方法につい

て適宜助言していく。 

・班での意見交換などから、他

者の考えを聴くことで多様

な発想や思考方法を学び合

う場をより多く設ける。 

 

 

【教科名：数学】 

 現状分析 課題 具体的な方策 

１

年 

・授業規律を守り、全体的に

意欲的に学習に取り組んで

いる。 

・基本的な正負の数や文字式

の計算を間違えてしまうな

ど、基礎・基本が定着しきれ

ていない生徒がいる。 

・学習意欲をさらに向上さ

せ、基礎基本を確実に定着さ

せる。 

・発展的な内容に協力して

取り組めるようにする。 

・定期的に単元テストや小テス

トを行い、基礎・基本の定着を

図るとともに、定着度を把握す

る。 

・３～４人組での授業形態を

取り入れ、互いに聴き合える

雰囲気を作る。 

２

年 

・都学力調査では、都平均を

下回っている。 

・その中でも「関心・意欲・

態度」については平均を上回

っており、学習に前向きに取

り組む生徒が多くなってき

た。 

・反面、「読み解く力」は特に

平均を下回っており、考えよ

うとはするが、難しい問題に

なると心が折れてしまう生

徒が多い。 

・学年全体として、基礎的な

内容をしっかりと定着させ

る。 

・応用問題にも躊躇せずに取

り組んでいける生徒を増や

す。 

・宿題の提出を全員に厳守さ

せるなど、家庭学習の指導を

徹底する。 

・４人組での活動を通して、周

りの考えをききながら自分の

考えを振り返るようにさせ、基

礎的な内容の定着に繋げる。 

・応用問題には、始めに４人組

で考え、その後個人で解く場面

を設定するなど、段階的に取り

組ませていく。 



３

年 

・全国学力調査では、Ａ問題に

ついては、都・全国共に平均を

上回っているが、Ｂ問題は平

均に届いていない。 

・習熟度の高いクラスでは、難

問にもみんなで協力して解こ

うとする気持ちが強くなって

きた。 

・習熟度の低いクラスでは、基

本的な計算練習に意欲的に取

り組めるようになっている。 

・各クラスの指導方法をさら

に工夫し、生徒の状況に即し

た課題を扱うことで、学力差

をなくしていく必要がある。 

・習熟度の低いクラスでは、少

人数の特性を生かし、気軽に相

談しながら課題に取り組める

雰囲気をつくり、基本問題・計

算問題を重点的に学習する。 

・習熟度の高いクラスでは、４

人組で協力して解く場面を多

く取り入れ、応用問題・考える

問題を重点的に学習する。 

 

【教科名：理科】 

 現状分析 課題 具体的な方策 

１

年 

授業態度が良く、集中して取

り組む。発言も多く、実験等は

班員と意見交換や協力するこ

とが定着している。学力的に

も下位層が少ない。 

理科の知識が豊かで発言力の

ある生徒が授業をリードして

いるが、そのペースに追いつ

かない生徒もいるため、机間

指導により個々の様子を把握

し、授業を進めていく。 

グループで教えあう時間を多

く設け、発言力のある生徒を生

かしていく。学習に前向きな生

徒が多いので、教材・教具を工

夫してさらに学習意欲を伸ば

す。 

２

年 

学力的に中位から下位層が多

く、難しい課題等を敬遠する

傾向がある。授業中、積極的に

発言し、課題に意欲的に取り

組む生徒もいるが、その姿勢

が全体に広がらない。 

定期考査や小テストに向けて

勉強時間が確保されていない

ので、テスト範囲を早めに伝

えて、テスト勉強を意識させ

る。男子はレポートの記述を

面倒くさがる傾向がある。 

４人組で話し合う中で、発言が

多く努力している級友の姿勢

を意識させる。また、記述内容

が優れているレポートを理科

室に掲示して、やる気を引き出

していく 

３

年 

女子の学力が高く、学習活動

で男子をリードする場面が多

い。3 年生に進級し、実験レポ

ートの記述や小テスト等、

日々の学習に前向きに努力す

る生徒が増えてきた。 

教研式ＮＲＴで平均値を下回

る結果が出ており、１･２年

の復習を含めて、問題を数多

く解くことが必要である。 

１･２年の学習内容を復習する

テストを４月から実施してい

る。ＮＲＴをもとに３年生が苦

手とする領域の復習を授業内

で随時行う。グループで教えあ

い、理科が苦手な生徒をサポー

トする時間を設ける。 

 

【教科名：音楽】 

 現状分析 課題 具体的な方策 

１

年 

音楽の様々な分野に興味関心

が高く、どんな課題も意欲的

にクラス全員で取り組める雰

囲気ができている。 

全員が大きな声で積極的に歌 

唱できる。 

鑑賞において、語彙力が少 

なく同じ表現の繰り返しに

なってしまうため、語彙を

増やし、感想表現の幅を広

げていく指導の工夫が必要

である。 

語彙カードなどを用いて、表現

力の幅を広げさせる。また、感想

のグループ・全体共有を行い、他

者の意見を取り入れることで、

感受の幅を広げる。 

２

年 

授業への取り組み姿勢の差が 

激しい。 

意欲的な生徒がいる一方で、 

課題に積極的に取り組めない 

生徒が、歌唱活動などにおい 

て全体の雰囲気を引っ張る傾 

向にある。 

授業の課題に置いていかれ 

る生徒がいるため、全員参 

加のできる指導方法の工夫 

が必要である。 

忘れ物が多いため、対策が 

必要である。 

 

グループ活動を通しての、学び

合いの場を多く設け、協同学習

を進めていく。 

また、苦手意識の強い生徒には、

個別の声かけ、補助を強化する。 

次回の持ち物を、授業終わりに

確認する。 



３

年 

クラス内で音楽的な能力に大 

きな差があり、課題への取り 

組み姿勢もバラつきがある。 

また、歌唱表現に抵抗の強い 

生徒もいる。特に、一部の男子 

生徒に音楽に対する興味関心 

の低さを感じる。 

授業の課題に置いていかれ 

る生徒がいるため、全員参 

加の指導の工夫が必要であ 

る。 

鑑賞活動において、感想が 

書けない生徒がいるため、 

より感受の能力を高めて、 

興味関心ひく鑑賞教材の工 

夫が必要である。 

グループ活動を通して、学び 

合いの場を多く設け、協同学習

を進めていく。 

感想が書けない生徒には、まず

気付いたことから書かせていく

指導を行い、語彙カードなどを

用いて、語彙表現の幅を広げ、鑑

賞活動に取り組ませる。 

 

 

【教科名：美術】 

 現状分析 課題 具体的な方策 

１

年 

・意欲的に、デッサンや色につ

いての学習に取り組むことが

できた。課題に意欲的で真面

目に取り組む生徒が多い。 

・よりよい作品をつくるため

の工夫をしていけるようにな

るとよい。 

・パソコン・実物投影機・テレ

ビモニターを活用し、一斉に作

業の確認や作品紹介から制作

の見通しや自分、友達の良さを

認める機会をもつ。 

２

年 

・多くの生徒が目標に向けて

努力できている。 

・細かい作業やプリントの記

入が厳しい生徒もいる。 

・作業や絵を描くことに苦手

意識のある生徒もいる。 

・見通しをもって作業を考

え、計画的に制作する。 

・作品の完成度を高める。 

・毎回の忘れ物チェックを行

う。 

・スモールステップで技法を身

につけ、自信をもって作品を制

作できるようにする。 

・互いの作品を制作途中に鑑賞

することで刺激を受け合う。 

３

年 

・集中して作業に取り組むこ

とができている。 

・よりよい作品をつくろうと

いう意欲がある。時間内に完

成する生徒は少ない。 

・見通しをもって作業に取り

組み、時間内に完成させる。 

・提出までの回数を板書や作業

日誌を通じて、見通しをもち制

作できるようにする。 

・評価の説明を授業ごとに説明

し、提出物の段階的な評価を行

い、自分の作品を振り返る機会

をつくる。       

 

 

【教科名：保健体育】 

 現状分析 課題 具体的な方策 

１

年 

・運動に対して非常に興味関

心が強く、積極的に活動する。 

・決められた活動を卒なくこ

なすことができる。 

・ストレッチの習慣が不足 

・生徒同士で学び合う力の育

成 

・練習内容を選択する力の育

成 

・ストレッチの方法の獲得 

・ペア活動を意図的に盛り込む 

・課題に応じた練習内容の例示

をパターン化して行う。 

・単元に応じたストレッチの工

夫。 

２

年 

・運動に対して興味関心が非

常に強く積極的に活動する。 

・始業から就業まで生徒主導

で活動できる。 

・ストレッチの習慣が不足 

・主体的に生徒同士で学び合

う力の育成 

・練習内容を自らに合わせて

工夫・応用させる力の育成。 

・ストレッチの必要性の理解 

・グループ学習の継続 

・練習選択場面で、工夫や応用

のパターンを例示する。 

・単元に応じたストレッチの工

夫。 



３

年 

・運動に対して興味関心が非

常に強く積極的に活動する。 

・始業から就業まで生徒主導

で活動できる。 

・ストレッチの習慣が不足 

・主体的に生徒同士で学び合

う力のさらなる育成 

・自らの集団に合わせた練習

内容を選択する力の育成 

・自主的なストレッチの習慣

づけ 

・グループ学習の継続 

・練習内容を計画させる。 

・単元に応じたストレッチの工

夫。 

 

 

【教科名：技術】 

 現状分析 課題 具体的な方策 

１

年 

・意欲的で、理解力が高い。 

・分け隔てなく、互いに助け合

う意識をもっている。 

・作業は丁寧だが、時間がかか

りすぎてしまうことがあ

る。 

・決められた時間内で作業を

終わらせられるよう見通し

をもたせる。 

・協同学習を充実させる。 

・作業等の時間を明確に示すこ

とで時間感覚を意識させる。 

・作業の様子や作品を互いに確

認し合う機会をつくる。 

２

年 

・協力姿勢が少しずつ育って

きた。 

・難易度が上がるとすぐにあ

きらめてしまう。 

・わからないことを説明でき

ないために、周囲に助けを

求めづらくなっている。 

・協同作業をさらに充実させ

る。 

・理解度のばらつきを改善す

る。 

・作業時間に余裕をもたせ、協

同作業の機会を増やす。 

・小テストなど、理解度を確認

する機会を増やし、知識の定

着をはかる。 

３

年 

・一部生徒の集中力がないが、

助け合う姿勢も見られる。 

・理解力に大きな差がある。 

・長い説明になると集中して

聞くことができなくなる。 

・一つひとつの作業・説明が

長くなりすぎないようにす

る。 

・集中力を向上させる。 

・説明を短く区切るなど、端的

でわかりやすい説明を行う。 

・視覚情報を多く取り入れた説

明を行う。 

 

 

【教科名：家庭科】 

 現状分析 課題 具体的な方策 

１

年 

・落ち着いていて、全体的に理

解力が高い。 

・どのようなメンバーであっ

てもグループ学習を効果的に

行うことができる。 

・授業中は説明や学習内容を

理解することができるが、定

期考査の結果に結びつかない

傾向がある。 

・落ち着いて話を聴くだけで

なく、深く理解しようとする

力の向上。 

・よく発言する生徒のペースに

合わせて進めるのではなく、机

間指導をよく行い、取り残され

る生徒がいないよう配慮する。 

２

年 

・学習意欲の高い生徒が多い

一方で、課題や話し合い活動

にすぐ取り組めない生徒がい

る。 

・グループ活動ではメンバー

によって学びの深まり方に差

が出る。 

・課題やグループ活動への意

欲･集中力の向上。 

・一回の説明で活動内容を理

解できるようにさせる。 

・グループ活動は班活動ではな

く必ず４人組で行い、抽象的で

なく、分かりやすいテーマを扱

うよう注意する。 

・視覚資料を効果的に用い、興

味関心を高める工夫をする。 



３

年 

・意欲的に課題に取り組み、宿

題や作品作りを工夫して行う

ことができる。 

・個々には良い感性を持って

いるが、互いの意見を交換し

たり、話し合い活動により学

びを深めたりすることが難し

い。 

・話し合い活動により学び合

う力の向上。 

・自身の意見に自信を持ち、

学びを深める姿勢の向上。 

・身近で、友人同士でも話しや

すい内容のテーマを扱う。 

・個々の意見をまとめる時間を

しっかりと取り、机間巡視によ

り意図的指名を行うなど、他の

意見に触れる機会を増やす。 

・生徒の意見を尊重し、発言か

ら学びを深める発問を工夫す

る。 

 

 

【教科名：英語】 

 現状分析 課題 具体的な方策 

１

年 

・英語に対する興味や関心が

高く、真面目に授業に取り組

むことができる。 

・知的好奇心に富んでいる。 

 

・教科書レベルの平易な内容

にとどまらず、発展的な学習

を目指す。 

・生徒の主体性を向上させ

る。 

 

・習熟度別少人数クラスの利点

を活かし、易→難の課題を準備

する。 

・ペアやグループ活動を効果的

に取り入れ、生徒の発言や反応

によって柔軟に授業を行う。 

２

年 

・学力は中位から下位に多く、

つまずきを感じている生徒が

多い。 

・意欲的に取り組んでいるが、

なかなか学力につながらな

い。 

・基礎・基本の定着を図る。 

 

 

・生徒の学習意欲を高める。 

 

 

・既習事項の復習を多く取り入

れ、学習内容のつながりや繰り

返しを重視する。 

・少人数授業を「習熟度別」ま

たは「単純分割」で柔軟に行い、

生徒同士で学び合えるように

する。 

３

年 

・学力や意欲に差がある。２学

期になり、学習に真剣に向き

合い、苦手でも一生懸命に取

り組む生徒が増えている。 

 

・どのような学力の生徒も取

り組める課題を設定し、意欲

を向上させる。 

・自己表現する力を身に付さ

せる。 

・習熟度別少人数授業の特性を

活かした授業デザインを行う。 

・ペアやグループから全体にと

いうスモールステップを踏ん

で、発表をしやすくする。 

 


