
令和元年度 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 

・積極的に発言する生徒や意

欲的な生徒が多い一方、無

気力、無関心な生徒もい

る。 

・標準学力検査によると、話

すこと・聞くことに関して

は他領域と比べ正答率は

高い。 

・標準学力検査によると、基

本的な漢字の読み書きや文

中の語句等、語彙力に課題

がある。 

・要点をまとめたり、推敲し

たりする能力が低い。 

・語彙力に関しては日々の積み

重ねでもあるので、継続して

漢字テストや語句テストを

行っていく。また、読書機会

を増やしていく。 

・表現の効果を確認し、短い文

で端的に表現する機会を多

くもつ。 

２

年 

・意欲的に発言し、グループ活

動でも適切な課題があれ

ば、積極的に対話できる。 

・児童・生徒の学力向上を図る

ための調査では、話す・聞く

ことに関しては東京都の平

均値を上回った。 

・「児童・生徒の学力向上を図

るための調査」によると、東

京都の平均と一番離れた観

点は、「読む」力で、８．２％

の差があった。また、続いて

「言語」の分野においても

４．８％の差がある。 

・「読む」力を身に付けさせるた

めに、再度、文章の種類に応

じた基本的な読み方を確認

させる。 

・合わせて、語彙力を付けさせ

るために、漢字テストや語句

テストの機会を増やす。読書

指導にも力を入れる。 

３

年 

・真面目な生徒が多く、漢字の

小テストでは９割以上を取

る生徒がほとんどである。 

・全国学力学習状況調査によ

ると、話し合いの話題や方

向を捉える力は東京都の平

均と比較しても高い。 

・文章を読み取ったり、話し

合いの話題や方向を捉えた

りして、根拠を明確に「自分

の考えをもったり、書いた

りする力」が東京都の平均

と比較して低い。 

・「自分の考えをもち、表現する

力」を育成するために、少人

数のグループワークで対話

をする機会を増やし、自身の

考えをもったり深めたりさ

せていく。 

 

 

【教科名：社会】 

 現状分析 課題 具体的な方策 

１

年 

・授業態度が身に付いておら

ず、集中力が続かない生徒

がいる。 

・粘り強くマスターするまで

努力する姿勢を身に付けさ

せる必要がある。 

・結果、テストの結果も平均を

大きく下回っている。 

・学習姿勢、授業秩序を身に

付けさせる。 

・漢字、言葉の力を育成する。 

・「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。 

・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。 

・教科書全文読みや、穴埋めノ

ートなどを活用する 

・白地図テストなどは合格する

まで放課後補習を行う。 

２

年 

・生徒は積極的に発言し、発表

することができる。 

・授業態度が身に付いてきた

結果、児童・生徒の学力向上

を図るための調査でも平均

的な成績となった。 

・身に付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。 

・「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。 

・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、多

様な発想や思考方法を学び

合う場をより多く設ける。 



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。 

・身に付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。 

・学んだことを自分の生活に

結び付けて考えることで、

知識を活用して思考するこ

とを習慣付けていく。 

・事象の背景を考えさせ、原因

や理由をつながりで理解で

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 

・標準学力検査をみると全国

平均を下回っている。小学

校で学ぶべき基礎、基本が

身に付いていない生徒が多

い。 

・集中力が続かず、授業や家庭

学習などの課題に取り組め

ない生徒が多い。 

・授業中の姿勢や授業規律を

身に付ける。 

・基礎、基本となる知識の定

着を図る。 

・他者との交流をすることが

できる人間関係を構築す

る。 

・単元ごとに復習確認テスト

を実施し、生徒のつまずき

を把握する。 

・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 

・全体的に授業規律を守り、

主体的に学習に取り組も

うという姿勢が見られる。 

・児童・生徒の学力向上を図る

ための調査では、「技能」で

全国平均を下回っている。 

・基礎・基本を定着させ、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

ようにできるようになるこ

とが課題である。 

・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 

・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。 

・学び合い学習を充実させ、

お互いに助けあうことで理

解を深めさせる。 

３

年 

・関心・意欲・態度は高く、

どの生徒も積極的に授業

に取り組めている。 

・数と式、図形、資料の活用

では、全国平均とほぼ変わ

らないが、関数に関しては

全国平均を大きく下回っ

ている。 

 

・「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生

徒がいると考えられる。基

礎的な内容をしっかりと

定着していく必要がある。 

・関数に対しての理解が不

十分である。 

・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。 

・２乗に比例する関数の単元

で、過去に扱った関数の復

習も行う。 

 

【教科名：理科】 

 現状分析 課題 具体的な方策 

１

年 

・標準学力検査では、思考・表

現、技能、知識・理解の全て

の項目において全国平均よ

りも低かった。 

・授業評価アンケートでは少

人数で意見を交流する体験

は多いが、それにより授業

内容が深まる経験が少な

い。 

・基礎的・基本的な知識の定

着を目指す。 

・実験だけでなく考察やグル

ープでの話し合いを意欲的

に取り組めるような課題や

授業形態の工夫とする。 

・授業の始めに小テストを行

い、基本事項の復習を行う。

また、理解が遅れている生徒

には適宜補習を行う。 

・習熟度別の課題を設定し、全

員が意識できるようにする。 

・タブレットやホワイトボード

を活用し、スムーズに話し合

い活動が進むよう支援する。 



２

年 

・標準学力検査では都平均を

上回っているが、計算問題

や発展的な問いに関して全

国平均を大きく下回ってい

る所がある。 

・授業評価アンケートでは少

人数で意見を交流する体験

は多いが、それにより授業

内容が深まる経験が少な

い。 

・基礎的・基本的な知識の定

着を目指す。 

・計算問題や発展的な問いに

対して論理的に考え解決す

る力を育成する。 

・全ての生徒が目的を理解し

意欲的に取り組めるような

仕掛けをする。 

・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。 

・授業で演習の時間を定期的に

設け。問題の解き方を学ぶ時

間を確保する。 

・課題の設定や授業の導入を工

夫する。 

・ＩＣＴを活用する。 

３

年 

・標準学力検査では、全ての

項目で全国平均を上回って

いるが、計算問題や記述問

題が弱い傾向にある。 

・授業評価アンケートでは少

人数で意見を交流する体験

は多いが、それにより授業

内容が深まる経験が少な

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

現活動を充実する。 

・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

の充実を図る。 

・授業の始まりに復習を行い、

基本的な知識の定着を図る。 

・発展的な課題や記述問題を全

ての授業に取り入れる。 

・考える時間を確保する。 

・発問を工夫し、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 

・授業への取り組み姿勢に、大

きな個人差がある。 

・持ち物忘れ、提出物忘れが多

い。 

 

・一部の生徒の授業への取り

組み姿勢にムラがあり、集

中力が切れた場合に、周り

に影響を与えてしまうた

め、サポートする必要があ

る。 

・持ち物・提出物忘れが多く、

定期的な声かけやチェック

体制をさらに強化する必要

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

したり、個の活動では細やか

な声かけを行ったりしてサ

ポートする。また、個の習熟

度に応じた課題設定ができ

る題材では、生徒が習熟度に

応じて選択して取り組める

課題を用意する。 

・未提出生徒の把握・声かけ、

係りの生徒を通じた呼びか

けを強化していく。 

２

年 

・全体として音楽の各分野に

興味関心があり、グループ

活動など意欲をもって取り

組める。 

・一年時より苦手だった歌唱

活動に積極的に取り組める

生徒が増えた。 

・一部の生徒の授業への取り 

組みにムラがあり、サポー

トが必要である。 

・鑑賞活動で知覚・感受した

単語を文章として組み立て

ていける活動の充実が必要

である。 

・個別活動の際の細かな声か

け、グループ活動の際の助け

合いなどを推進していく。 

・知覚・感受した言葉に「自分

の価値」を付け加えた批評文

構成を教え、批評文を書く練

習を重ねていく。 

３

年 

・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。 

・創作の活動では、構成上の

特徴のみにとらわれる作品

ではなく、「創意工夫」を生

かした作品作りができるよ

うに取り扱い時数を含めて

計画を立てる必要がある。 

・取り扱い時数を増やし、一つ

の作品を試行錯誤していけ

る時間を確保する。 

・他者の作品を中間に鑑賞し合

い、自らの作品に生かしてい

ける活動を取り入れる。 

 

 



【教科名：美術】 

 現状分析 課題 具体的な方策 

１

年 

・発言が多く、授業中の反応も

良いが、個人差があり無気

力な生徒もいる。 

・課題に囚われることなく、自

由に発想を広げることがで

きる。 

・グループ活動では、意見交

流などが滞ってしまう。 

・複雑な作業になると、集中

が続かなくなったり、作業

手順が分からなくなったり

してしまう。 

・グループ活動では何をどこま

ですればいいのか明確にし

てから提示する。 

・毎時間のスタートとゴールを

分かりやすいものにする。 

・造形遊びの要素を取り入れる

ことで作品制作への抵抗感

を少なくする。 

２

年 

・自由に発想を広げることが

でき、作品に対してこだわ

りがある。 

・発言が多く、授業中の反応も

良い。 

・グループ活動を滞りなく進

行する。 

・鑑賞の授業では、集中が続

かないことがある。 

・マイペースであり、作品に

対するこだわりがあるため

時間内に作品が終わらな

い。 

・ただ作品を鑑賞するだけでは

なく、ＩＣＴなどを活用して

作品の規模や質感を体感で

きる鑑賞にする。 

・こだわる所を制作初期からし

ぼり、ある程度の制作過程で

次に進めさせる。 

３

年 

・自分の体験や感情を基に主

題を決め、制作することが

できる。 

・課題に集中して取り組むこ

とができる。 

・授業中の反応が薄い。 

・作品をより良くするための

資料の活用などに消極的で

あり、自分の制作の限界を

決めてしまいがちである。 

・生徒の発言を細かく拾って全

体に共有する。 

・同じ中学生の参考作品だけで

はなく、プロの作品などを制

作の初期段階から参考作品

として取り上げる。 

 

 

【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。 

・ストレッチの習慣が不足し

ている。 

・必要な練習内容を見付け出

す能力を育成する。 

・日常生活の中から、体力を

つける習慣を身につけさせ

る。 

・ストレッチ方法を理解させ

る。 

・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を説

明する。 

・自己反省とともにグループ学

習を継続する。 

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。 

・始業から終業まで生徒主導

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。 

・主体的に生徒同士で学び合

う力をさらに育成する。 

・日常生活の中から、体力を

つける習慣を身に付けさせ

る。 

・スムーズな身のこなしを育

成する。 

・ストレッチを習慣化する。 

・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。 

・自己反省とともにグループ学

習を継続する。 



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。 

・始業から終業まで生徒主導

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

う力をさらに育成する。 

・自らの集団に合わせた練習

内容を選択する力を育成す

る。 

・練習場所の工夫や必要な道

具を確保する。 

・自己反省とともにグループ学

習を継続する。 

・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。 

・練習場所の工夫を行う。 

 

 

【教科名：技術】 

 現状分析 課題 具体的な方策 

１

年 

・意欲的に取り組むが、班ごと

に作業を行う場面では協力

できない生徒がいる。 

・基礎知識・技能の定着に課題

がある。 

・グループ活動を充実させ

る。 

・学習内容の理解度向上を目

指す。 

・４人組での話し合いや作業の

時間を多めにつくる。 

・毎回の授業で振り返りの時間

を設ける。 

２

年 

・意欲的だが、困ったときに周

囲へ助けを求められない生

徒がいる。 

・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。 

・作業の際には、毎回協同活動

を意識させる。 

・振り返りの時間を設け、分か

らないことをそのままにさ

せない。 

３

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。 

 

 

【教科名：家庭科】 

 現状分析 課題 具体的な方策 

１

年 

・調理実習などの活動的な学

習において、とても意欲的

で活発な様子が見られる。 

・発言は多いが、私語も多い。 

・内容理解に個人差が見られ

る。 

・授業規律を確立させる。 

・基礎的・基本的な知識を定

着させる。 

・学習ルールを明確に伝え、落

ち着いた学習環境を目指す。 

・授業始めに前時の復習テスト

を実施し、定着を図る。また、

活動的な内容を取り入れ記

憶に残りやすくする。 

２

年 

・全体的に意欲的に取り組む

ことができている。 

・一部生徒に基礎的・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。 

・基礎的・基本的な知識を定

着させる。 

・応用力の向上を目指す。 

・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。 



３

年 

・分からないことは積極的に

他の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を

作る。 

・時間配分に課題がある。 

・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。 

 

 

【教科名：英語】 

 現状分析 課題 具体的な方策 

１

年 

・個々の学力差が大きい。 

・授業に取り組む姿勢は良い

が、自分で考え、行動する力

が弱い。 

・読む力や聞く力は全体的に

高い。 

・アルファベットを書くこと

が苦手な生徒が多い。 

・基礎的・基本的な知識が不

足している。 

・英語の語順の意識が弱く、

英文を書く力が弱い。 

・文字からの学習か音からの

学習からなど、個に合った

学習法の把握が必要であ

る。 

・単語テストや小テストを通し

て繰り返し学習する機会を

増やす。 

・ペアやグループワークなど

で、学び合う機会を増やして

いく。 

・語順などのルールを明確に

し、英文のつくりを繰り返し

定着させていく。 

・様々な学習法を通し、個に合

った学習法を実践していく。 

２

年 

・全体的にまじめに取り組む

生徒が多い。 

・記号など、答えを選択できる

ものに関しては正答率は高

いが、読んだものを自分の

言葉にするものは苦手な生

徒が多い。 

・英語に対する意識、学力差が

大きい。 

・基礎的・基本的な知識が不

足している。 

・英語で様々なことを表現す

る力に課題がある。 

・英文を読み、求められる答

えを自分で文章にする力に

課題がある。（読解力・表

現力） 

・単語テストや小テストを通し

て繰り返し学習する機会を

増やす。 

・ペアやグループワークなど

で、学び合う機会を増やして

いく。 

・個々の課題に合わせ、段階的

な課題設定をしていく。 

・英語で発信していく機会を増

やし、表現の幅を増やす。 

３

年 

・全体的によく取り組む。 

・学力差が大きく、取り組みな

どにも差が出る。 

・課題に対し、個人で考えるこ

とはできるが、新しいもの

を作っていくことは苦手で

ある。 

・自信のないものには消極的

で周りを見る傾向にある。 

・読む力が課題で、長文になる

と時間が足りず、正確に読

み解くことができない。 

・積極的に発言する力、挑戦

していく力が不足してい

る。 

・英語を正確に読む力と文章

全体を把握する力に課題が

ある。 

・授業中の発信力や自信に課

題がある。 

・英語でペアで会話をするな

ど、発言の機会を増やす。 

・間違いをおそれずに挑戦でき

る雰囲気を作っていく。 

・時間を設定し演習するなど、

制限時間の中で問題に取り

組む機会を増やす。 

 


