
平成３０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・態度は良好。

積極的に授業に取り組む。 

・教研式標準学力検査 NRT に

よると、「話す能力・聞く能

力」は 7.6%ほど全国の平均

正答率を上回っている。 

「言語についての知識・理

解・技能」と「読む能力」

は、わずかに下回ってい

る。 

・「書く能力」は全国の平均正

答率と同程度である。 

・漢字の読み、書き、熟語の構

成など、語彙力の充実を図

る。 

・説明的文章に苦手意識があ

るので、基本的な読み取り

方、読み取るスキルを学習

し、定着する。 

・表現の効果を確かめ、正し

く書く。 

・関心・意欲・態度の良さの持

続。 

 

・漢字学習や語句の小テストを

定期的に取り組む。 

・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。 

・事実と意見の読み分けや例示

と根拠の読み取りなどの基

本スキルを重点的に指導す

る。将来的には身に付けたス

キルを用い、一人で読解でき

るようにする。 

・表現技法や情景描写を使うこ

とで得られる効果などを生

徒同士で考えさせた上で、正

しい効果や用法などを学習

させる。 

２

年 

・関心・意欲・態度はどの生

徒もまじめかつ積極的に

取り組める状況である。 

・都の学力調査によると、概

ね都平均を上回っている。

特に読み解く力に関する

内容の「解決する力」は

17.2%も都平均を上回って

いる。 

・一方、「読む」項目に関して

は約 4%都平均を下回って

いる状況である。 

 

・文章を「読む」ための基本的

スキルの確認、習得。 

・言語の知識・理解の充実、語

彙力をつける。 

・書く能力、自己の考えを表

現する力を育む。 

 

・ペア・グループ活動を取り入

れ、互いに質問しやすい雰囲

気を作る。 

・接続詞、副詞、指示語等に注

意して段落相互の関係や役

割をつかませる。 

・漢字学習や語句の小テストを

定期的に取り組む。 

・「書く」取り組みを継続的に確

保し、考えを表現する機会を

増やす。 

・３年次を見据え、文章を批評

的な視点で読めるよう、授業

を展開する。 

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。 

・基本的な知識は全国平均、

都平均と同程度だが、応用

的な活用に関する問題の

平均正答率は全国平均を

7.2%、都平均を 9%下回って

いる。 

 

・関心・意欲・態度をさらに育

む授業の取り組み。 

・語彙力をさらに定着させ

る。 

・技術や知識を活用する力、

応用力の育成。 

・学び合いを重視し、互いに聞

き合うことを推奨する。 

・漢字の復習の徹底を行い、引

き続き知識を固める。 

・基礎学習だけでなく、応用力

がつくよう、問題解決型の授

業を展開する。 

・クリティカルリーディングを

意識させ、考えを表現する授

業を展開する。 

 

 



【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

おり、積極的に挙手・発言が

できている。 

・「覚えるまで頑張り続ける」

という姿勢がまだ身に付い

ていない生徒が少なくな

い。 

・言葉の力が不足している。 

・ベースとなる言葉の力（漢

字・語彙等）の向上。 

・家庭学習の習慣化。 

・「覚えるのは自分の努力次

第」で解決できることを実

感させ、達成感を味わわせ

る。 

 

・毎回の授業での復習小テスト

を継続し、家庭学習の習慣化

を図る。 

・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。 

２

年 

・NRTテストの結果からは、下

位層からの底上げができて

おり、全体的に向上してい

ると言える。 

・都の学力調査では都の平均

を 10％上回っていた。 

・授業への取り組みがまだま

だ受け身である。 

・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。 

・常に自分で考え、自分なり

の答えを導き出そうと粘り

強く思考する姿勢の育成。 

・自分の考えを伝えようとす

る意欲と表現力の育成。 

・事象の背景を理解させ、原因

や理由を考える習慣を身に

つけさせるため、授業での

「なぜ？」という発問を多く

設ける。 

・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。 

３

年 

・NRTテストの結果からは、学

年が上がるにつれ、学力が

向上してきたと言える。 

・覚える努力をできる生徒が

増えており、知識・理解は向

上している。 

・言葉の力がまだ不足してお

り、知識を活用する思考・判

断につながっていない。 

・家庭学習の習慣化と質の向

上。 

・ベースとなる言葉の力（漢

字・語彙等）の向上。 

・思考を習慣化させる。 

・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。 

・事象の背景を考えさせ、原因

や理由とのつながりで理解

できるように発問を工夫す

る。 

・班での意見交換などから、他

者の考えを聞くことで多様

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 

・ＮＲＴでは、「見方や考え

方」「技能」で全国平均を下

回っている。 

・授業規律を守り、主体的に

学習に取り組もうという

姿勢が見受けられる。 

・基礎・基本を定着すること、

数学をさらに好きになり、

主体的に数学の学習に取り

組むようになることが課題

である。 

・４人組やコの字型の形態を

取り入れ、互いに聴き合い、

学び合う授業を展開する。 

・技能面で不安を抱く生徒を

対象に、放課後や長期休業

中の補習を実施する。 

２

年 

・東京都の児童・生徒の学力

向上を図るための調査の

結果では、「A 教科の内容」、

「B 読み解く力に関する内

容」が共に都平均を下回っ

ている。 

・その中でも「思考・判断・

表現」については平均を上

回っており、粘り強く考え

る力がついてきた。 

・「技能」が都平均より低く、

計算練習不足や基礎・基本

が定着しきれていないと

考えられる。基礎的な内容

をしっかりと定着してい

く必要がある。 

・単元テストや小テストを通

して、基礎・基本の定着度を

把握する 

・考える時間と反復練習の時

間のバランスを考慮しなが

ら授業を展開する。 

・その日に学習したことが確

実に定着するように、家庭

学習を更に促す。 



３

年 

・全国学力・学習調査、NRT と

もに平均を下回っている。 

・その中でも全国学力・学習

調査の A 問題、NRT の技能

の結果が平均を大きく下

回っている。 

・反面、授業評価では 4・3 の

評価をした生徒が、「少人

数での意見による理解の

向上」では 96.1%、「他の考

えを聞いての思考の深ま

り」でも 96.1%と高い評価

になっている。 

・学び合いの授業を技能の

習得にさらにつなげてい

く必要がある。 

・授業の最初に簡単なクイズ

や小テストを取り入れ、基

礎の確認を継続的に行う。 

・学び合いで理解した内容の

反復練習を家庭で行うよう

指導するとともに、授業の

中でもできる限り時間を確

保できるようにする。 

・基本的な学習内容を用いて

考えを深められるようなジ

ャンプの課題の設定を行

う。 

 

 

【教科名：理科】 

 現状分析 課題 具体的な方策 

１

年 

・ＮＲＴでは、思考・表現、技

能、知識・理解の全ての項目

で全国平均を上回ってい

る。全体の中で偏差値が段

階５にあたる生徒は０人で

あった。 

・授業アケートでは、「少人数

での意見交流による理解向

上」と、「他者の考えを聞い

ての理解の深まり」におい

て、２が 11.1％と他に比べ

て低い。 

・基礎的基本的な知識の定着

を目指す。 

・意見交流によって理解の向

上や深まりのある授業の実

現に向けた、グループ活動

の充実。 

・つまずきやすい生徒をあらか

じめ把握しておき、必要に応

じて助言を行う。 

・また、評価カードを活用し、

理解できていない単元や生

徒には適宜補習を行う。 

・個で考える時間の十分な確

保。グループ活動時の議論や

説明を行う際の工夫（ＩＣＴ

やホワイトボードの活用）。 

２

年 

・ＮＲＴでは、思考・表現、技

能の項目に関して都平均を

上回っているが、知識・理解

においては下回っている。 

・授業アケートでは、「少人数

での意見交流による理解向

上」と、「考える時間の確保」

において、２が 13.3％と他

に比べて低い。 

・基礎的基本的な知識の定着

を目指す。 

・意見交流によって理解の向

上や深まりのある授業の実

現に向けた、グループ活動

の充実。 

 

・授業の始まりに前時の復習を

行い、基本的な知識の定着を

図る。 

・個で考える時間の十分な確保

と発問の工夫。ペアやグルー

プなどを活用した意見交流

の充実。 

 

３

年 

・ＮＲＴでは、思考・表現、技

能、知識・理解の全ての項目

で全国平均を下回ってい

る。特に、思考・表現におい

ては大きく下回っている。 

・授業アンケートでは、少人数

での意見交流による理解向

上」と、「他者の考えを聞い

ての思考の深まり」におい

て、どちらも２が 23.1％と

低い。 

・基礎的基本的な知識の定着

を目指す。 

・論理的思考力の育成と、表

現活動の充実。 

・意見交流によって理解の向

上や深まりのある授業の実

現に向けた、グループ活動

の充実。 

・授業の始まりに前時の復習を

行い、基本的な知識の定着を

図る。また、実験の説明を丁

寧に行い、目的意識を持って

実験できるようはたらきか

ける。 

・実験の考察における発問の工

夫や、全員が発表できる場の

確保に務める。 

・個で考える時間の十分な確保

と発問の工夫。ペアやグルー

プなどを活用した意見交流

の充実を図る。 



【教科名：音楽】 

 現状分析 課題 具体的な方策 

１

年 

・音楽の各分野に興味関心が

あり、表現・器楽・創作・鑑

賞の学習に意欲をもって取

り組める。 

・歌唱活動においては、表現す

ることに苦手意識を持つ生

徒が何名かいる。 

・歌唱活動などの表現で、苦

手意識を持つ生徒、恥ずか

しがってしまう生徒がいる

ため、指導の工夫が必要で

ある。 

・鑑賞活動において、語彙数

を増やし、より幅広い鑑賞

表現ができるようにする。 

・意欲的な生徒をどんどん伸ば

していく中で、歌を苦手とす

る生徒も少しずつ声を出せ

る雰囲気・環境作りを行って

いく。 

・語彙カードなどをヒントカー

ドとし、表現の幅を広げる。

また、感想にイメージなどを

取り入れさせることで個々

の感受表現が広がるように

する。 

２

年 

・音楽の各分野に興味関心が

高く、全ての学習活動に意

欲的に取り組める生徒がほ

とんどでクラス内の雰囲気

もできている。 

・表現において、与えられる 

ことはしっかりとできてい

るので、そこからより発展

させた「創意工夫」などの思

考を育てていく必要があ

る。 

・表現活動においては、強弱・

速度などの要素をもとにそ

の楽曲を「自分はどのように

表現したいか」を重点におい

て、毎回の表現活動で考えを

深めさせる時間を設ける。 

３

年 

・二年次よりも歌唱活動にお

いて積極的に取り組める生

徒が増えたが、その他の分

野については授業への取り

組み姿勢に大きな個人差が

ある。特に創作などの自分

なりに創意工夫をして音楽

作りを行う活動については

苦手意識を持つ生徒が多

い。 

・音楽への意欲についてクラ

スの中で男女の意識の差が

大きい。 

 

・主体的に学ぶ意欲を育てて

いき、諸活動に意欲を持っ

て取り組ませる必要があ

る。 

・創作活動においては、興味

関心を持つ生徒が少ないた

め協働学習を通して「思い

や意図」という創意工夫の

点において深めた学習をし

ていく必要がある。 

・グループ活動を増やして協働

学習を進め、お互いに学び合

いができる環境を多く設定

する。グループ活動におい

て、役割などを作り、役割意

識・責任感などを持ち主体的

に学習に取り組めるように

する。 

・創作活動においては個の習熟

度に応じたヒントを段階的

に設けて、苦手意識を持つ生

徒でも取り組めるようにす

る。 

 

 

【教科名：美術】 

 現状分析 課題 具体的な方策 

１

年 

・意欲的に制作に取り組んで

いる。制作の進度に差があ

る。 

・色彩の基礎学習でも興味を

もって学習できる生徒が多

い。 

・よりよい作品を作り上げよ

うという意欲をもち、自ら

考え工夫する力の向上を図

る。 

・制作時間を考えて、完成す

るように見通しをもつ。 

・参考作品の提示。４人班を毎

回替えて、自然な相互鑑賞を

行う。 

・制作過程をイメージしやすい

ように、流れを提示する。 

２

年 

・意欲的で真面目に取り組む

生徒が多い。ゆっくりペー

スで時間内に完成できない

生徒もいる。 

・鑑賞の時間では、自分の感じ

たことを言葉で表現できる

生徒が多い。 

・見通しをもって制作を行

う。 

・相手の発言を聞いて、自分

の思考を深めることができ

る。 

・制作の流れの掲示をする。鑑

賞の時間では、４人組を基本

とし、話し合いが深まるよう

に声掛けを行う。 



３

年 

・多くの生徒が集中して制作

に取り組むことができてい

る。 

・彩色の作業に苦手さを感じ、

粘り強く取り組むことが苦

手な生徒がいる。 

・鑑賞の時間に、なかなか自分

の考えを言葉にすることが

難しい生徒が何人かいる。 

・よりよい作品をつくるため

に、粘り強く制作に取り組

める。 

・自分の思ったこと、感じた

ことに自信をもち、相手に

伝えることができる。 

・制作過程の見通しがもてるよ

うに、流れを提示する。 

 

・４人組での話し合う活動を、

普段の授業からも多く設定

する。 

 

 

【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でき

る。 

・男女仲が良いので、全員でア

ドバイスをしながら活動で

きる。 

・男子の基礎体力が弱い。 

・ストレッチの習慣が不足し

ている。 

・必要な練習内容を見つけ出

す能力の育成。 

・日常生活の中から、体力を

つける習慣を身につけさせ

る。 

・ストレッチ方法の理解。 

・課題に応じた練習内容の例示

をパターン化して行う。 

・日常生活の中で、簡単にでき

る体力アップの方法を指導

する。 

・効果的なストレッチ方法の説

明。 

２

年 

・運動に対して興味関心が非

常に強く積極的に活動でき

る。 

・始業から就業まで生徒主導

で活動ができる。 

・男女仲が良いので、全員でア

ドバイスをしながら活動で

きる。 

・各自の体力差があり、力みす

ぎる傾向が高い。 

・ストレッチの習慣が不足し

ている。 

・日常生活の中から、体力を

つける習慣を身につけさせ

る。 

・スムーズな身のこなしの育

成。 

・ストレッチの習慣化。 

・授業開始時に日常生活の振り

返りをさせて、意識を高め

る。 

・身体のつくりや運動時の動き

を理解させて、スムーズに動

くための理解を高める。 

・授業時のストレッチを増やし

かつ、家庭での習慣を促す。 

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

で活動ができる。 

・各自の体力差が大きくなり、

練習場所や道具の確保など

の不足が気になる。 

・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。 

・練習場所の工夫や必要な道

具の確保。 

・自己反省とともにグループ学

習の継続。 

・練習内容を計画させ学習カー

ドに記入し、毎授業時に分析

させる。 

・練習場所の工夫をおこない、

計画的な購入をおこなう。 

 

【教科名：技術】 

 現状分析 課題 具体的な方策 

１

年 

・意欲的だが、発言する生徒に

偏りがある。 

・学力差が大きく、低学力の生

徒がついていけないことが

ある。 

・協同活動を充実させる。 

・思考力の底上げを図る。 

・４人組での話し合いや作業の

時間を確保する。 

・毎回の授業で振り返りの時間

を設ける。 



２

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。 

３

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。 

 

 

【教科名：家庭科】 

 現状分析 課題 具体的な方策 

１

年 

・全体的に意欲的に取り組む

ことができている。 

・一部生徒に基本的な知識が

身に付いていないことがあ

る。 

・学習した知識を応用する力

が弱いことがある。 

・基本的な知識の定着。 

・応用力の向上。 

・復習テストを授業の始めに実

施し、知識を定着させる。 

・グループ学習の時間を増や

し、多様な視点からの思考を

集める。 

２

年 

・分からないことは積極的に

他生徒や教員に聞くことが

できている。 

・少人数での活動はとても活

発だが、クラス全体での発

表に消極的である。 

・何事も一生懸命な分、時間内

に終わらないことがある。 

・自由に発言できる雰囲気作   

 り。 

・時間配分。 

・発言に対して、常に肯定的な

コメントをすることを心が

ける。 

・作業時間を多めに見積もり、

時間内で終わるような授業

計画を立てる。 

３

年 

・比較的安易な課題には取り

かかりが早く、すぐに解決

することができる。 

・反面、深い思考につながらな

いことがある。 

・一部生徒の私語が気になる

ことがある。 

・生徒に合った課題の設定。 

・授業規律の確立。 

・段階を踏んだ課題を設定す

る。生徒の答えを予め予測

し、深い学びにつながる発問

を準備する。 

・授業ルールを生徒と再度確認

し、徹底させる。 

 

 

【教科名：英語】 

 現状分析 課題 具体的な方策 

１

年 

・英語学習に意欲がある生徒

が多い。 

・基礎は身についてきている

が、応用が苦手である。 

・基礎・基本の定着と学習意 

欲の向上を目指す。 

・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。 

・習熟度別少人数体制を生かし 

て、生徒に合った課題設定を 

する。 

・教科書レベル以上の内容を扱 

い、応用力を高めていく。 



２

年 

・都学力調査や NRTの結果か 

ら見て、読む力が低い。 

・間違いを恐れずに英語で自 

己表現することができる。 

・英語に対する興味や関心は 

高い。 

・英文を読んで内容を読み取 

る力の育成を目指す。 

・より正確に表現する力の育 

成を目指す。 

・教科書以外の読み物を扱い、 

読解力を向上させる。 

・読む活動を増加させることで 

インプットを多くして、表現

力の向上につなげる。 

 

３

年 

・全体的に少しずつ英語の学 

力が伸びてきているが、学 

力や意欲に依然として差が 

ある。 

 

・引き続き基礎・基本的な内 

容の定着を図るとともに、 

学び合う関係作りをして、 

学習意欲を高める。 

・基本的な内容を繰り返し復習 

することで定着させる。ま 

た、グループやペアで学ぶ体 

制作りをし、学習意欲を高め 

る。 

 


