
平成２８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 

・内容によって参加の積極性

が大きく異なる。 

・授業では理解している様子

だが、定期考査では正答率

は高くない。 

・内容によるが、集中すると高

い能力を発揮する。 

 

・どの単元でも生徒の関心・

意欲・態度の向上。 

・授業で理解したことを定着

させることを目指す。 

 

・生徒の生活と関連させ、生活

に役立つ国語の課題を用意

し、生徒の意欲を引き出す。 

・学習の流れを丁寧に示し、す

べての生徒にとって取り組

みやすい授業とする。 

・小テストや演習を定期的に行

い、内容の定着をはかる。 

２

年 

・学級内で学力差が大きい。 

・一部の生徒に語彙力の低さ、

漢字の読み書きの未定着が

目立つ。 

・解決する力（推論する力）が

弱い。 

・話す・聞く・書く能力につい

ては都学力調査で都平均を

上回っている。 

・読書が好きな生徒が多い。 

 

・語彙力の向上。 

・漢字の読み書きを身につけ

る。 

・推論する力を身につける。 

・基礎が身についていない生

徒の基礎学力の向上。 

・辞書を授業中もたせ、常時調

べられるようにする。 

・漢字の小テストを定期的に行

う。 

・推論する演習を行う。 

・単元のまとめと復習の時間を

とる。 

３

年 

・話すこと・聞くことに積極的

に取り組める。 

・書くことに関する力の差が

学級内で大きいが、苦手な

生徒も積極的に取り組んで

いる。 

・読むことについての力が身

についていない。 

・書く力の向上。 

・読む力の向上。 

 

 

・作文を書く回数を増やすとと

もに、書き方の指導を丁寧に

行う。 

・さまざまな種類の文章に出会

わせ、読解演習の時間を増や

す。 

 

 

【教科名：社会】 

 現状分析 課題 具体的な方策 

１

年 

・生徒は積極的に発言し、発表

することができる。 

・生徒の社会的事象に関する

関心・知識欲が高い。 

・授業態度が身に付いてきた。 

・家庭学習の習慣化。 

・漢字が苦手な生徒がいる。 

・自分で考える姿勢を身に付

けさせる。 

・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。 

・グループ学習での話し合いの

場を多く設けていく。 

２

年 

・学習支援を必要とする生徒

が数名いる。 

・男女の学力差が大きい。 

・真面目に授業に臨んでいる

が、発言が消極的な傾向に

ある。 

・家庭学習の習慣化（特に男

子）。 

・自分の考えを発表する姿勢

の育成。 

・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。 

・既習事項と関連させて授業を

すすめる。 

・グループ学習での話し合いの

場を多く設けていく。 



３

年 

・積極的に発言できる生徒に

偏りがある。 

・真面目に授業に臨んでいる

が、発言が消極的であり、向

上心に欠ける。 

・思考や表現が苦手な生徒が

多い。 

・家庭学習の習慣化。 

・ベースとなる言葉の力（漢

字・語彙等）を向上させる。 

・知識と思考を関連させて表

現する力の育成。 

・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。 

・既習事項と関連させて授業を

すすめる。 

・グループ学習での話し合いの

場を多く設けていく。 

 

【教科名：数学】 

 現状分析 課題 具体的な方策 

１

年 

・４月当初に行った学力テス

トでは、都の平均を下回っ

ている。 

・学力が極端に高かったり低

かったりする生徒は少な

く、中間層が多い。 

・答えが合っていればいいと

思っている生徒が多い。 

・習熟度の高いコースの生徒

の応用力強化を図る。 

・答えを出すだけでなく、そ

の過程を重視した学習に取

り組ませる。 

・応用課題をレベル別に用意

し、自分に合った課題に取り

組ませて、学力の底上げを行

う。 

・４人組の活動を通して、自分

の考えを述べたり、他人の考

えを聞いたりする機会を増

やす。 

２

年 

昨年度３月に行った実力テス

トでは男子の学力が低く、女

子が高く、全体としては都標

準を少し上回る成績であっ

た。 

習熟度別少人数指導の特性を

生かし、基礎クラスと発展ク

ラスの指導方法をさらに工夫

し、生徒の状況に即したもの

にする。 

・基礎クラスでは基本問題・計

算問題を重点的に学習し、発展

クラスでは応用問題・考える問

題を重点的に学習する。 

３

年 

・習熟度別少人数指導を行い 

個に応じた指導を行っている 

・今年度よりグループ学習（４ 

人組）を毎授業行い、学び合い 

を重視している。 

・基礎クラスにおいてグルー

プワークの際に有意義な学び

合いができるようにする。 

・基礎クラスでグループワーク

をする際は、教員が発問を工夫

し、グループごとに適切な助言

をしていく。 

 

【教科名：理科】 

 現状分析 課題 具体的な方策 

１

年 

学力的に極端な下位層が少な

く、中位層が多い。理科に対し

て、興味・関心が高く積極的に

発言する生徒が多い。 

理科好きな生徒、発言する生

徒ばかりが目立つ授業になら

ないように注意する。控えめ

な生徒や下位層の生徒を積極

的に授業に参加させ、学力を

伸ばしていく。 

授業でグループ学習の時間を

設けて、控えめな生徒も発言す

る機会をつくる。また、生徒が

お互いに教えあい、疑問点など

を解消できるようにする。 

２

年 

女子の学力が高く、授業に真

面目に取り組む。実験時の集

中力も女子の方が良い。男子

は説明などを聞き漏らすこと

があり、知識の定着に時間が

かかる。 

男子はレポートの記述を面倒

くさがる傾向があるので、返

却時に個々にアドバイスをし

て、記述内容を豊かにさせ

る。 

自分の考えを文章にまとめる

力は、様々な場面で求められる

ことを指導し、また、級友が作

成した良いレポートを提示す

ることで、生徒のやる気を引き

出していく。 

３

年 

入試を意識し始めたせいか、

学習意欲の高まりを感じる。 

昨年度と比べ、小テストや定

期考査で高得点を取る生徒が

ふえてきた。実験も集中して

取り組んでいる。 

クラスには家庭学習の習慣が

なく、学力が伸びない生徒も

いるので、そのような生徒の

フォローが必要である。小テ

ストの前に声をかけ、家庭学

習を促す。 

小テストや宿題（問題練習)を多

くして、家庭での学習を充実さ

せる。そして知識の定着を図

り、学力を高める。 

 



【教科名：音楽】 

 現状分析 課題 具体的な方策 

１

年 

・音楽に対する興味関心は男

女問わず高いが、一部の生

徒は苦手意識を持ってお

り、表現活動が得意な生徒

と鑑賞活動を得意とする

生徒と混在している。 

・パート練習において、女子

はリーダーシップを取れ

る生徒が数名いる。 

・意欲的な生徒と自信のもてな

い生徒に二極化しているため、

表現活動が苦手な生徒の引き

上げが必要である。 

・意見は活発だが、私語も多くな

りがちなので授業規律の指導

を徹底する。 

・提出物の期限を守らせていく。 

・歌唱に意欲的な生徒を更に

伸ばし、自信の持てない生

徒も表現してみようと思い

やすい雰囲気作りを行う。 

・授業内の発言ルールの確認

を行う。 

・授業の最初と最後に提出期

限の確認をする。 

２

年 

・音楽を好きな生徒がほとん

どである。 

・表現活動が得意な生徒と鑑

賞活動を得意とする生徒

が混在している。 

・男子の人数が少なく、歌唱

活動も消極的な男子生徒

が多い。 

・音楽は好きだが、クラシック音

楽を聴いて文章に表したり、歌

を歌うなど表現活動を苦手と

する生徒がいるため、幅広く興

味関心を高めていく。 

・男子生徒の主体的・積極的な学

習姿勢を作っていけるように

授業プランを練る。 

・鑑賞において文章で書けな

い生徒には、連想する「単

語」を挙げ、言葉に表しや

すいようにする。 

・自信をもって声が出せる声

かけ、雰囲気作りとリーダ

ーの育成を目指す。 

３

年 

・クラスのほとんどが音楽を

得意とし好きで、様々な活

動に意欲的に取り組める。 

・大きな声で歌唱することが

できる。 

 

・一部の生徒が困り感を抱え、授

業に積極的に参加できないこ

とがあるため、個別の声かけ、

グループのサポート体制作り

を行っていく。 

・提出物の期限を守らせる。 

・興味関心を高め、自信を持

って授業に参加できるよう

にする。また、グループ学

習を取り入れ、学び合いを

通して意欲を高める。 

・授業の最初と最後に提出期

限の確認をする。 

 

【教科名：美術】 

 現状分析 課題 具体的な方策 

１

年 

・授業に集中し、丁寧に作業が

できている。 

・発言が活発に行われている。 

・一つ一つの作業の質を上げ

る。 

・一回で説明が通るような指

導を目指す。 

・言葉だけではなく視覚的に訴

える説明を増やす。 

・一つ一つの説明を短く、簡潔

に行う。 

２

年 

・授業に集中し、丁寧に作業が

でき、作品の質を上げよう

としている。 

・鑑賞に関してはひとつの作

品からイメージを膨らませ

ることができている。 

・作業は早い生徒に対し更に

丁寧さを身につけさせる。 

・作業をじっくりと進められる

ように具体的なアドバイス

を行う。 

・時間ごとに授業の始めに進度

を提示する。 

３

年 

・授業に集中し、丁寧に作業が

できている。 

・自分の表現したいものを素

直に画面に表すことができ

ている。 

・自分が表現したいアイデア

を出す時間を短くできるよう

な指導を目指す。 

・鑑賞時の発想を向上させ

る。 

・学び合い学習を通じてほかの

生徒の意見を参考にさせ、発

想を広げることにつなげて

いく。 

 

 

 

 

 



【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。 

・指示を理解せずに取り組ん

でしまう生徒がいる。 

・からだのかたい生徒が多い。 

・集団として向上させていく

力を育成する。 

・要点の理解し、課題の解決

につなげる力を育成する。 

・柔軟性の向上を図る。 

・たくさんのレベルに応じた課

題を設定し、取り組ませる。 

・指示を簡潔に行う。 

・各単元で柔軟性が向上する補

強運動を行う。 

２

年 

・運動に対して興味・関心が強

く積極的に活動する。 

・準備や片付け等、自ら考えて

行動できる生徒とできない

生徒の差が大きい。 

・からだのかたい生徒が多い。 

・よりよく活動する姿勢を育

成する。 

・協力して準備、片付けを行

う姿勢を養う。 

・柔軟性の向上を図る。 

・たくさんのレベルに応じた課

題を設定し、取り組ませる。 

・グループ活動を設定し、役割

を与える。 

・各単元で柔軟性が向上する補

強運動を行う。 

３

年 

・からだを動かすことが好き

な生徒が多いが、単元によ

って意欲が変わる。 

・互いにアドバイスを行い、協

力して活動することが苦手

な生徒が多い。 

・からだのかたい生徒が多い。 

・どの単元でも積極的に取り

組む姿勢を育成する。 

・お互いに励ましの声かけを

し、協力して活動する姿勢

を養う。 

・柔軟性の向上を図る。 

・体育委員を中心に対話し、授

業の意義を理解させる。 

・グループごとに活動を進め、

互いに活動する中で教え合

えるようにする。 

・各単元で柔軟性が向上する補

強運動を行う。 

 

【教科名：技術】 

 現状分析 課題 具体的な方策 

１

年 

・互いに協力しようとする姿

勢が弱い。 

・全体的に理解力はあるが、理

解力のない生徒が置いて行

かれる傾向がある。 

・協同作業の形式を整える。 

・理解度のばらつきを改善す

る。 

・協同の形を意識させる機会を

増やし、確立する。 

・理解度を確認する機会を増や

す。 

２

年 

・作業に集中しており、助け合

う姿勢も見られる。 

・理解力に大きな差がある。 

・多少長い説明になると集中

して聞くことができなくな

る。 

・集中力を持続させる。 

・空間把握能力を向上させ

る。 

・端的でわかりやすい説明を行

ったり、説明を区切ったりす

る。 

・視覚情報を多く取り入れた説

明を行う。 

３

年 

・説明は集中してよく聞いて

いる。 

・作業中の私語が多い。 

・丁寧すぎて作業が進まない。 

・作業に対する意欲を向上さ

せる。 

・作業速度を向上させる。 

・授業規律を確立する。 

・作業の到達目標を明確に示

し、作業速度を意識させる。 

 

 

 

 

 

 

 



【教科名：家庭科】 

 現状分析 課題 具体的な方策 

１

年 

・反応は良いが、話が脱線する

ことが多い。 

・私語が多い。 

・作業には意欲的に取り組む。 

・作業に関心を持たせる。 

・集中力を向上させる。 

・課題設定を綿密に行い、能力

の高い生徒でも集中して取

り組めるよう工夫する。 

・ICT、実演を交えながら高度

な課題を示す。 

２

年 

・グループやペア学習を取り

入れているが、互いに協力

し合う姿勢が弱い。 

・反応がよく、意見もたくさん

出るが、二極化している。 

・他者に興味が向くようにす

る。 

・集中力を向上させる。 

・常に全生徒が思考し続けら

れるように授業展開を工夫

する。 

・グループ、ペア学習を行う際

の課題設定を綿密に行う。 

・教員対クラス全体の一問一答

方式の授業で進めていかな

いよう、体験的な学習を取り

入れる。 

３

年 

・作業があまり進まない。 

・授業中の反応は薄いが、作業

中の私語は多い。 

・話は落ち着いてよく聴くこ

とができる。 

・製作に関する意欲を向上さ

せる。 

・常に全生徒が思考し続けら

れるように授業展開を工夫

する。 

・個人製作だけでなく、グルー

プで協力して製作させる。 

・毎時間の到達目標を明確に示

し、達成させる雰囲気づくり

をする。 

 

【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は

高く、多くの生徒が前向き

に授業に取り組んでいる。 

・一部の生徒が活発に発言を

する一方で、分かっていて

も発言しない生徒もいる。 

・書く能力については個人差

が大きく開いているので、

繰り返し練習する。 

・ペアやグループワークの

際、指示を明確にし、学び合

いができるようにする。 

 

・繰り返しを重視し、書く力の

底上げを図る。書くだけでな

く、話す活動も積極的に取り

入れる。 

・指名や学習形態を工夫し、全

員参加の授業をする。 

２

年 

・話をよく聞いて、素直に授業

に取り組む生徒が多い。 

・男女で学力差がある。面倒見

のよい女子が多いが、全体

の場での発言は控え目であ

る。 

・特に書く能力に差が出始め

ているので、復習を中心に

繰り返し練習する。 

・個々の学力差が開いてきて

いるため、少人数授業の指

導で、個別の指導の充実を

図る。 

・聞く・考える・活動する場面

にメリハリをつける。 

・ペアやグループの構成に配慮

し、互いが活きるようにす

る。 

 

３

年 

・英語に対する興味関心が高

く、授業を引っ張っていく

力のある生徒がいる。 

・授業をよく聞いて、素直に活

動ができる。 

・まとまりのある英文を読

み、時間内に内容を把握す

る力を身に着けさせる。 

・苦手な生徒が授業に積極的

に取り組めるよう、１時間

の見通しをもたせる。 

・帯活動として、まとまりのあ

る英文を読むことから始め

る。 

・少人数授業を生かした個の指

導の充実。 

 

 

 

 

 

 

 



平成２８年度新島村立新島中学校 

授業改善推進プラン 

 

【教科名：道徳】 

 現状分析 課題 具体的な方策 

１

年 

・教員の話を真剣に聞く態度

が見られる。 

・教員の求めている考えを書

こうとする生徒が多い。 

・自由な発想で意見が出せる

様にする。 

・いろいろな考え方を認める

学級の雰囲気をつくる。 

・話し合い活動を取り入れ、

自分の考えを発表したり、

相手の考えを聞いたりする

場面を多く設ける。 

２

年 

・教員の話を真剣に聞こうと

している生徒と、聞き流し

ているように見える生徒

に分かれる。 

・発言することより、書いて

考えを表現することが得

意である。 

・自分の考えを自信もって言

葉で伝えること。 

・積極的な意見交換ができる

ようにする。 

 

・すべての生徒が意見を言え

るように小グループでの意

見交換を行う。 

・問答形式を取り入れる。 

３

年 

・各授業で伝える道徳的課題

や、その授業の目的につい

て理解しようとする姿勢

が見られる。 

・率直な意見を出すことがで

きる。 

・積極的に発言をする生徒を

増やす。 

・書いて表現する、口頭で伝

える機会を増やす。 

・深く踏み込んで考させる授

業を目指す。 

・全ての生徒が参加できるよ

うに、グループワークを行

う。 

・意見を書く練習、言いたい

ことを伝える練習をする。 

・問答形式で、答えたことに

対しての反応を加える。 

 

【教科名：特活】 

 現状分析 課題 具体的な方策 

１

年 

・好奇心が強く、様々なこと

に積極的に取り組む態度

が見られる。 

・失敗に対する恐怖心が強

く、言い訳などで自分を守

ろうとする様子がある。 

・言葉遣いが乱暴で、友人へ

の思いやりに欠ける。 

・短所を否定し合うのではな

く、お互いの性格を認め合

うような雰囲気をつくって

いく。 

・言い訳や乱暴な言葉遣いに

目を向けさせ、減らしてい

く。 

・生徒の積極性を生かし、各

行事に学級で団結して取り

組ませることで、お互いを

認め、支え合う場面を増や

していく。 

・言い訳や乱暴な言葉遣いを

見つけたら、その場で指導

し、意識させていく。 

２

年 

・各活動において、実行委員

以外の生徒は、取り組み方

が積極的ではない。 

・実行委員などの中心人物が

決まったメンバーになっ

ている。 

・時間を守って行動する姿勢

がある。 

・教員によって態度や言葉遣

いがかわる。 

・実行委員だけでなく、すべ

ての生徒が責任をもって取

り組むような組織を目指

す。 

 

・どの先生に対しても礼儀や

言葉遣いを正すことの大切

さに気づかせる。 

・実行委員や係を組織する上

で、様々な役割を任せ、責任

をもてるようにする。 

 

・態度の変化に素早く気付

き、その場で指導を行って

いく。 

 



３

年 

・役割意識を持ち、様々な行

事や日々の学校生活に取

り組むことができる生徒

が多くなった。 

・時間を守って行動するとい

う姿勢が見られるように

なった。 

・各自の能力や個性に応じた

役割を与えるとともに、大

きな失敗をさせないような

支援を充実させる。 

・いつ、何をすれば良いかが

わからない生徒に、考えさ

せる場面を設ける。 

・委員会や行事等で、事前に

本人に不安要素などを確認

しながら挑戦を促し、成功

体験を積ませる。 

・学級活動や学校行事に際し

話し合う場面を多く設定し

て、教員側からアドバイス

やヒントを与える。 

 

【教科名：総合的な学習の時間】 

 現状分析 課題 具体的な方策 

１

年 

・自分の役割を、責任を持っ

て行う姿勢が見られる。 

・自分の考えを文章にまとめ

ることや、自分の言葉で発

表することが苦手な生徒

が多い。 

・与えられた役割を果たすだ

けでなく、自分で仕事を見

つけられるようにする。 

・正しい言葉遣いで、自分の

考えを文章にまとめる力を

身に付けさせる。 

・各行事で代表者を立て、代

表者中心に仕事を見つけ、

役割分担をして行事を進め

ていくようにする。 

・作文を書く機会を増やし、

書き方についても細かく指

導する。 

２

年 

・与えられた課題に一生懸命

取り組むことができる。 

・作業することや提出物の内

容に差がある。 

・高いレベルを追求し、より

よい取り組みを行う。 

・決められた時間内に全員が

ふさわしい内容で完成させ

る。 

 

・各行事で生徒が工夫できる

余地を与え、主体的な活動

を促す。 

・課題を終えた生徒にまだ終

えていない生徒の指導を促

す。 

３

年 

・与えられた課題に取り組む

ことはできるが、主体的な

姿勢に欠ける。 

・パワーポイントなどを用い

た発表（プレゼンテーショ

ン）は、経験を積む中で少

しずつ成長が見られる。 

・発表内容の個人差が大きの

で、どの生徒も内容のある

発表にする。 

・自分の考えを自分の言葉で

発表できる力をみにつけさ

せる。 

・テーマ設定や調査方法、発

表の形式など、具体例を提

示し、主体的に選択して課

題に取り組める手立てを準

備する。 

・発表原稿の推敲や発表練習

の工夫、支援。 

 

 

 


