平成２９年度授業改善プラン
１
全体計画

中野区立第四中学校

学校の教育目標
生命及び人権尊重の理念を基調とし、進んで学び、心身ともに健康で人間性豊かな知・徳・体の
調和のとれた生徒の育成を目指し、次の教育目標を定める。
◎ 勤勉な人
〇 誠実な人
〇 健康な人

平成２９年度学校経営方針
〇 先見性と一貫性があり、生徒・保護者・地域から信頼される学校
〇 安全で豊かな人間性や社会性を育み、関わりやつながりを大切にする学校
〇 生徒の自己実現に向け、一人ひとりに光を当て、粘り強く指導する学校
本校の捉える「確かな学力」
〇 わかる授業、個に応じたきめ細やかな指導の充実
〇 体験的・問題解決的な学習の充実と学習意欲の向上
〇 家庭と密な連携による家庭学習の習慣の確立

平成２９年度の指導の重点
＜各教科＞
〇 個別指導、習熟度別指導等の形態や内容
の工夫
〇 繰り返し教える場面と生徒が自ら思考
判断・表現する場面を意図的・計画的に設
定し、生徒の意識に喚起
〇 小中連携を通しての９年間の学びの連続
＜道徳＞
〇 年間 35 時間の道徳の授業を要とした道
徳教育の推進
〇 人権尊重教育の精神に基づき、他人を思
いやり、認め合い、支え合う心と態度を育
てる場を設定
＜特別活動＞
〇 自主性を育み、学級集団の質を向上
〇 生徒会活動、行事、部活動を通して協力
や協調、主体的に問題解決する力を向上

基礎・基本の習得の徹底

＜総合的な学習の時間＞
〇 自ら課題を設定し、解決に向けた学習を実践
〇 グループ学習を多用し、探究的な学びを通して
思考力・判断力・表現力を育成
〇 ICT 機器を積極的に活用し、プレゼンテーショ
ン能力を向上
＜生活指導＞
〇 基本的生活習慣の確立
〇 規範意識の向上及び場を意識して行動する力
を育成
〇 悩んでいる生徒が相談しやすい環境づくり
〇 防災教育における自助と共助の能力の向上
＜進路指導＞
〇 自己の進路を選択する能力や態度の育成
〇 体験的な活動を通して、生徒が多くの人々と関
わる中で社会性を育み、社会に貢献する資質や態
度を育成

授業改善の視点
指導内容・指導方
法の工夫
・数学、英語は、
全 学 年 に お いて
少 人 数 習 熟 度別
による指導
・ねらいの設定と
ク ル ー プ で の話
し 合 い 活 動 の積
極的活用
・学習指導支援員
に よ る 個 に 応じ
た学習支援
・スクールカウン
セ ラ ー や 心 の教
室 相 談 員 を 活用
し た 教 育 相 談活
動の充実

教育課程編成上
の工夫
・始業前に、全学
年において読書
活動を展開
・補習教室「まな
びや」の効果的な
活用
・道徳教育を教育
活動の中核とし
て位置付けた教
育課程の編成
・特別支援教育や
不登校対応が必
要な生徒への個
別指導計画の有
効な活用

評価活動の工夫
・学期ごとの授業
評 価 ア ン ケ ート
による効果検証
・学校評議員の実
効 化 と 学 校 評価
に 基 づ く 学 校改
善
・評価の観点の確
実 な 認 識 と 評価
方法の改善
・生徒、家庭への
学 習 状 況 や 評価
方 法 の 明 確 な提
示

・校内研究・研修
の工夫
・各種の学力調査
の結果を受けて
の実態把握と分
析、各教科等での
対策（フォローア
ップシートの活
用）
・体力向上プログ
ラムの改訂
・喫緊の教育課題
（特別支援育・道
徳・ICT 活用）に
関する校内研修
会と研究授業の
実施

家庭・地域との連
携の工夫
・開校 70 周年記
念事業を軸に学
校公開を充実
・三者面談や保護
者会の工夫
・各種のおたよ
り、ホームページ
による情報発信
・
「四中親善大使」
をはじめとした
ボランティア活
動の充実
・福祉機関等の地
域関係機関との
支援ネットワー
クの強化

（１）国語科
国語科の重点

話す

○言語事項の基本的な力を身に付ける。

・聞く力

（漢字・文法）
○聞き取る力をつけ、自分の考えをまとめて
話す力を身に付ける。
○読解力を身に付ける。

２
年

知識・理解・技能

71.6

76.1

70.5

83.0

２年生

85.7

89.6

80.5

72.7

３年生

88.8

78.8

66.3

66.3

（平成２９年

現状分析（成果と課題）

１
年

読む力

１年生

○課題に合わせて的確に書く力を身に付ける。

分析内容

言語についての

書く力

中野区学力にかかわる調査の結果より）

授業改善プラン
指導上の課題

改善案

〇言語事項への達成率は

①授業では積極的に発言

①読解力を問うような問題には

高いが、その他の観点に

の多い学年であるものの、

「なぜそのように考えるか」を

おいて努力の必要があ

思いついた内容をそのま

説明できるよう、根拠を明らか

る。特に文章を読み取る

ま発言する場合がある。

にした上で解答する活動を授業

力に課題がある。

に設定する。
②発言者がある程度決ま

②全体指導だけでなく、ペアワ

ってしまい、他の生徒は聞

ークなど少人数での活動を盛り

く側に回ってしまう場面

込み、全員が自分の意見をもて

があることも課題である。

るようにする。

〇全ての観点において昨

①授業で単元ごとに漢字

①漢字の小テスト実施の際に読

年度を上回ることができ

の小テストを行っている

み取りの問題の出題を行う。

たが、言語事項について

が、書き取りの問題のみに

の達成率は７割程度にと

なっている。

どまっている。

②文法については基礎と

②夏休みなどの長期休暇に前学

〇漢字については読み取

なる知識が定着していな

年で学んだ文法事項の振り返り

りの問題での正答率が低

いため、問題文が読み取れ

を行う。また、授業においても

い。

ない等の課題がある。

既習事項を繰り返し確認し、定
着を図る。

３
年

〇言語事項の達成率は年

①漢字の書取りや問題の

①漢字等の小テストを実施し、

ごとに上昇しているが、

演習などを授業で行って

家庭学習のきっかけとする。ま

まだ７割を超えていな

いるが、内容を十分理解さ

た、授業での読み取りの演習問

い。

せていくには、学習時間の

題をする時間を増やし、答え合

〇説明的な文章を読み取

確保のために家庭学習と

わせを一斉に行い、確認をする。

る力を身に付けていない

の連携が不可欠である。

生徒が見られる。

（２）社会科
社会科の重点
○ 多くの資料や統計を個人やグループで

思考・判断・表現

技能

知識・理解

活用・分析させることで、資料活用の技

１年生

64.8

78.4

65.9

能や思考力・判断力・表現力を身に付け

２年生

64.9

54.5

54.5

させる。

３年生

77.5

80.0

80.0

○ 基礎的な知識を身に付けるとともに、

（平成２９年 中野区学力にかかわる調査の結果より）

自分たちの生きる社会との関係をみつめながら、主体的に考える姿勢を育てる。

現状分析（成果と課題）
分析内容

１
年

授業改善プラン
指導上の課題

改善案

〇区の学力調査から、区

〇社会的事象への関心・意

〇クイズ形式の学習を取り入れ

の観点別平均達成率に対

欲・態度の向上を図るため

たり、自分はどう思うか答えさ

し、ほぼ全体的に上回っ

に、生徒の興味・関心を引

せたり、思考的な言語活動を取

ていることがわかった。

き出す教材研究や教材解

り入れて興味関心を高めながら

一方、社会的事象への関

釈に努め、導入の工夫や展

指導していく。そして、関心と

心・意欲・態度の観点別

開時での思考的な言語活

知識の定着の両立を図れるよう

平均達成率が区より若

動を取り入れて指導して

に指導計画を弾力的に立案す

干、下回っていることが

いく必要がある。

る。また、単元のまとめ等の時

わかった。

間を活用し、自分の言葉でまと
める思考的活動も取り入れてい
く。

２
年

〇区の学力調査から、区

〇生徒の興味・関心を引き

〇関心と知識の定着の両立を図

の観点別平均達成率に対

出す教材研究や教材解釈

れるように指導計画を弾力的に

し、全体的に下回ってい

に努め、意欲を喚起してか

立案していく。また、小テスト

ることがわかった。

ら知識の定着につなげて

を実施することにより、家庭学

いく必要がある。

習を誘発させ、実施後は結果を
フィードバックし知識の定着を
図っていく。

３
年

〇区学力調査の観点別達

〇個人差がまだ見られる

〇授業ごとや単元ごとの生徒一

成率において、区の達成

ので、支援を必要としてい

人ひとりの達成状況を確認して

率より 10 ポイント以上

る生徒に対して、さらにき

いく。

上回ることができたこと

め細やかに指導していく

・効果的な発問や言葉掛けをす

が成果である。

ことが必要である。

ることで、社会的事象と関連付

〇領域別にみると、日本

〇社会的事象との関連付

けや生活とのかかわりを意識さ

の諸地域学習において特

けや自分の生活と照らし

せる。また、グループ学習等で

に十分な成果が見られ

合わせて考えさせること

他の生徒との考え方の違いや共

た。

が課題である。

有している部分があることを理
解させる。

（３）数学科
数学科の重点
数学的な考え方

技能

知識・理解

１年生

65.9

75.8

67.9

２年生

50.7

70.8

61.6

３年生

51.1

73.7

59.9

〇様々な教科・場面でデータの読み取りや分析、
活用ができるようになることを目標に数学に関
する基本的な知識や，計算などの数学的技能の
定着、論理的に考える力の育成を目指した指導

（平成２９年 中野区学力にかかわる調査の結果より）

を行う。

〇数学を日常の事象と結びつけながら指導することを心がけ、数学の概念の理解を深め、積極的に
数学を使って考えようとする意識の向上を図る。

現状分析（成果と課題）
分析内容

１
年

２
年

授業改善プラン
指導上の課題

改善案

〇区の学力調査では、す

〇習熟度別のクラスでも

〇計算の内容は、毎回の宿題と

べての項目で目標値を上

基礎学力に差が見られる。

小テストを通して定着を図る。

回った。百分率など目標

その場では、計算できるが

授業では生徒同士で教え合う学

値を少し上回っただけの

理解が不十分で何日かす

習を行い、説明することから自

問題もあった。活用では、

ると忘れてしまう。答えを

分の理解の不十分さに気付く指

正答率が高めであること

出すことにのみ意識して

導をしていく。さらに、応用問

から、資料から考察する

おり、その過程を大切にで

題を解く機会を増やし、興味関

力が強いといえる。

きていない。

心を高めるよう改善を図る。

〇区の学力調査では、す

〇生徒の興味・関心を引き

〇習熟度に合わせて教材を工夫

べての項目で目標値を上

出す授業展開を考え、学習

し，生徒が興味をもって取り組

回った。しかし基礎的な

した知識を使って解いて

めるように改善を図る。どの単

力に比べ、活用する力の

みようとする姿勢を育て

元でも自分の考えを他の生徒に

定着が不十分だとわかっ

る必要がある。答えを出す

伝える場面を多く取り入れる。

た。授業アンケートから

ことに関心が行き過ぎて

また、ノートの取り方の指導を

は多くの生徒が「わかっ

しまい、思考の過程を説明

きめ細かく行い，思考の過程を

た・楽しい」と感じてい

したり，書き記したりする

きちんとノートに残せるように

ることがわかった。

ことがまだ十分にできて

指導する。

いない。

３
年

〇区の学力調査では、す

〇基礎的な力は十分に身

〇単元ごとの習熟度に合わせて

べての項目で目標値・全

に付いており、活用する力

少人数編成を組み、生徒一人ひ

国平均正答率ともに大き

を育てる必要がある。特

とりが自分のペースにあった授

く上回った。しかし区平

に、自分の考えを言語化す

業を受けられるようにする。ま

均正答率では，活用する

る力や論理的に物事を考

た、授業の様々な場面で自分の

力のみ上回ることができ

える力を育てるようにし

考えを他の生徒に説明する場面

なかった。内容としては、

て行く必要がある。

を多く取り入れる。そして、生

証明の問題において正答

徒間での議論により言語活動を

率が不十分であった。

活性化させる。

（４）理科
理科の重点
〇実験や観察と等の生徒の実践的な活動を

思考・表現

技能

知識・理解

中心に、日常の生活における様々な現象や

１年生

67.0

73.9

64.8

自然に関する事象を科学的に捉え、自ら説

２年生

63.6

62.3

54.5

明できる力を養成する

３年生

67.5

55.0

70.0

〇言語活動を取り入れ、グループでの意見

（平成２９年 中野区学力にかかわる調査の結果より）

交換や自らの考察を文章でまとめ、他人に伝える力を育成する。

現状分析（成果と課題）
分析内容

１
年

授業改善プラン
指導上の課題

改善案

〇区の学力調査では、ほ

〇意欲的に授業に取り組

〇授業では、復習の時間や小テ

とんどの項目で区の平均

むことができており、発問

ストの時間を設け、繰り返し学

を上回っているが、「生

にも積極的に答えること

習することで基礎・基本の定着

命・地球」の定着ができ

ができる。一部の生徒に基

を図る。また、観察や実験の機

ていない。また、
「活用」

礎・基本の定着が不十分な

会を多く取り入れ、生徒自らが

の部分では、思考・判断

状況が見られる。そのた

結果から考える活動を増やし、

力が区の平均を下回って

め、基礎・基本の知識を活

その過程を身に付けるようにワ

いるため、自ら考える機

用して行う、観察・実験の

ークシートを改善して、苦手意

会を増やす必要がある。

結果を分析する活動が必

識を軽減していく。

要である。

２
年

〇区の学力調査では、全

〇実験や観察の内容を予

〇実験や観察に取り組む前に

体に区の平均を下回って

測や想像することせずに

は、時間をかけて予想すること

いる。
「活用」の部分では

取り組む生徒が多く見ら

を習慣付ける。また、興味・関

区の平均を大きく下回っ

れる。「なぜこの結果が出

心をもって実験や観察に取り組

ており、特に表現力につ

たのか」等を考えていく学

めるよう、ワークシート等を改

いてが課題である。理解

習が必要である。また、考

善する。表現力の育成に向けて

した内容を、自分の言葉

察など、文章にすることに

文章でまとめるだけではなく、

で伝える力を育てる必要

苦手意識をもっている生

グループ活動を取り入れたり、

がある。

徒が多く見られる。

まとめた意見を発表したりする
機会を多くする。

３
年

〇区の学力調査では、ほ

〇実験や観察等の活動に

基礎的な知識と実際の作業を

とんどの項目で区の平均

おいて取り組む姿勢にば

結び付ける必要がある。身近な

を上回ることができ、基

らつきが見られる。また、

例に置き換えて、内容を理解で

礎的な知識は定着してい

実験結果を基に考察を文

きるようにする。実験や観察な

る生徒が多いことがわか

章化することに苦手意識

どでも、器具の扱いを徹底する

る。一方「観察・実験の

がある生徒や実験等の作

とともに結果から考察を導き出

技能」では区の平均を下

業の手順や器具の扱いに

せるよう、ワークシートを工夫

回っており、器具の扱い

慣れていない生徒がいる。

する。また、発表することで考

の部分が不十分である。

えを共有していく。

５）音楽科
音楽科の重点
〇興味、関心をもつことができる授業を行うことで、学習意欲を高め、生徒が創意工夫して表現す
る能力を育てる。
〇主体的・対話的で深い学びの視点を取り入れた授業改善を行い、言語活動を充実させて思考力、
判断力、表現力を高める。

現状分析（成果と課題）

授業改善プラン

分析内容

１
年

指導上の課題

改善案

○ 題材の中でワークシー

○音楽表現に必要な要素に

○毎時間の音楽活動と要素を関連

トを活用して、表現の工夫

ついての例示が足りず、理

付けて考えさせながら、生徒への

について考えさせること

解が不十分である。

定着を図る。

ができた。

○自分の考えや感じたこと

○感じたことを文章化しやすいよ

○自分の考えを上手く文

を言語化することが必要で

うにワークシートを改善する。

章化できない生徒が多い。

ある。

○生徒が感じたことを引き出せる
よう発問を工夫する。
○話し合い活動を積極的に取り入
れる。

２
年

○楽曲の曲想に合う歌い

○学習内容が難しくなって

○曲想や表現を感じとりやすく、

方をペアで話し合い、実際

しまい、理論的になりすぎて

分かりやすい教材を選び、理論的

に練習することで、表現の

しまう。

にならないような授業展開を行

工夫について考えさせる

○継続してグループ活動を

う。

ことができた。

実施しないと、生徒の思考

○継続してグループ活動を取り入

○ホワイトボードを活用

力、判断力、表現力を高め

れて、互いの考えを深めさせる。

したグループ活動を行い、

ることができない。

○日頃の簡易な曲などから触れさ

言語活動を充実させた。

せて興味、関心をもたせる。

○曲想や表現の違いを理
解できず、興味、関心をも
てない生徒がいる。

３
年

○基礎的な技能があり、表

○主観的な視点と客観的な

○ワークシートを活用し、自分の

現しようと活動に取り組

視点の両方をもたせ、考え

考えを根拠をもって説明できる活

むことができている。

させる指導が必要である。

動を取り入れる。

○ホワイトボードを活用

○ねらいからそれた話し合

○ねらいや話し合うポイントを絞

したグループ活動を行い、

い活動になってしまうこと

り、グループ活動を行う。

互いの考えを深めさせた。

がある。

○なぜそう感じたのかと自分の考

○主観での表現が多く、音

えを深化させることができる発問

楽的根拠や深さに欠けて

の工夫を行う。

しまう。

（６）美術科
美術科の重点
〇創造的な活動を通して、新たな自分を発見したり、作品の表現から様々なことを感じ、自分自身
の存在を肯定したり、他人の存在も受け入れたりするような視野の広さを獲得する。
〇表現やデザインの基礎的な技法を学び、自らそれを生活の中で活用していく姿勢を身に付け、生
活を豊かにすることを目指す。

現状分析（成果と課題）
分析内容

授業改善プラン
指導上の課題

改善案

〇制作に向かう姿勢はよ

〇基礎的な技能を身に付

〇作品例を提示し、その工夫を

く、おおむね意欲的であ

けさせるとともに具体的

具体的に伝えて意欲を促す。

る。

な理想をもたせることが
必要である。

１
年

〇制作への集中が途切れ

〇制作への意欲が不十分

〇机間指導で十分に観察し、声

てしまったり、動きが止

な生徒がおり、集中力を持

かけをして発想や制作を促す。

まってしまったりする生

続させる指導の工夫が必

徒が見られる

要である。

〇表現力や多様性等が不

〇表現が似通ってしまう

〇いろいろな物の見方を提示

十分な生徒が見られる。

傾向が見られる。

し、様々な方法で発想するよう
に促す。

２
年

〇基礎的な技能は身に付

〇意欲的に取り組んでい

〇発想の時間を十分とり、資料

けており、発展的な発想

るが、表現の深まりとなる

を多めに用意し、発想のヒント

や技能へと進めている生

ような発想ができるよう

や制作の工夫となるような声か

徒もいる。

にしたい。

けを行う。

〇制作に意欲的に、集中

〇十分に発想を練ってア

〇発想の時点で観察、声かけを

して取り組んでいる。

ウトプットしていくよう

し、アイデアスケッチを十分考

な構想をする。

えてから制作に入るようにす

〇丁寧な作業を常に心が

る。

けさせるようにする。

３
年

〇基礎的な技能はあり、

〇よく観察し、表現の理想

〇表現するときに工夫する点や

集中して取り組むことが

をもたせることが必要で

より効果的な描写ができるよう

できている。生徒同士で

ある。

にヒントを提示する。生徒自身

制作のことについて相談

が描きたいイメージを明確に

しあい、制作を進めてい

し、目標に向かって努力するよ

る場面も見られる。

うな指導を行う。
〇苦手意識があったり、作

〇苦手意識のある生徒には、制

業が雑になったりする生

作の基礎的な作品を提示し、制

徒がいる。

作を促し、
「自分でもできる」と
いう意識をもたせる。

（７）保健体育科
保健体育科の重点
〇健康の保持・増進について興味をもち、自らの健康に関心をもって運動する意識を育てる。
〇グループ活動や言語活動を授業に取り入れ、コミュニケーション力を高めることにより自己表現
力を身に付けさせる。

現状分析（成果と課題）
分析内容

授業改善プラン
指導上の課題

改善案

〇運動に興味がある生徒
が多いが日々の取り組み
につながっていない。
〇体力テスト等から技能
に二極化が見られる。

〇興味、技能が二極化して
いる。

〇グループ活動を積極的
に行おうとする姿勢が見
られる。

〇仲間の理解がまだ浅く、
適切な学び合い、声かけに
つながるような支援が必
要である。
〇日ごろから運動に対し
ての興味をもたせること
が必要である。
〇積極的な生徒だけの活
動にならないように配慮
が必要である。
〇習得した基礎基本の技
能を応用し活用する段階
でつまずく生徒が多い。
〇基礎体力を身に付ける
ことが必要な生徒が多い。

〇運動に興味を高める言葉かけ
や準備運動などの導入を工夫す
る。
〇保健分野において体の発育発
達の基礎知識を深め、中学生の
時期が最も身体能力が伸びる時
期だという自覚をもたせ、取り
組ませる。
〇係の生徒やリーダーを中心と
した授業展開を意図的に計画実
施し、生徒主体の活動を多く取
り入れる。
〇運動に興味を高める言葉かけ
や準備運動などの導入を工夫す
る。
〇組み合わせが偏らないように
単元ごとに工夫する。

１
年

２
年

〇運動に興味がある生徒
とない生徒の二極化がみ
られる。
〇言語活動が充実してお
らず、グループ活動の内
容にはむらが見られる。
〇基礎基本の習得に積極
的に取り組んでいる。
〇体力テストにおいて
50m 走の結果が平均を下
回っている。

３
年

〇基本技能を正確に身に付ける
スモールステップの取り組みを
増やす。
〇基礎的運動能力を高める為に
単元ごとの特性に沿った補助運
動を取り入れる。

〇運動に興味がある生徒

〇積極的な集団の中で、運

〇単元の初めにはオリエンテー

が多く、自ら考え行動に

動の苦手な生徒が安心し

ションでルールを確認し、簡単

移すことのできる生徒が

て活動をできるように配

な運動からできるようにする。

いる。

慮が必要である。

学び合いの姿勢を養う取り組み

〇課題に積極的に取り組

〇技能習得のための基礎

を多く取り入れていく。

んでいるが、技能の習得

的な体力をつける為に日

〇言語活動のルールを決め、生

までに至らないことがあ

常の体力づくりを促すこ

徒自身で進めるようにし、各自

る。

とが必要である。

が表現できるようにする。

〇体力テストにおいて

〇瞬発力・巧緻性を高める

〇基礎的運動能力を高める為に

50m 走の結果が平均を下

ための補助運動を取り入

単元ごとの特性に沿った補助運

回っている。

れることが必要である。

動を取り入れる。

（８）技術・家庭（技術分野）
技術分野の重点
〇実践的・体験的な学習を多く取り入れ生徒の意欲・関心を引き出す。
〇基礎的・基本的な知識及び技能の習得を目指す。
〇技術と社会や環境とのかかわりについての理解を深める。

現状分析（成果と課題）
分析内容

１
年

２
年

授業改善プラン
指導上の課題

改善案

〇作業が遅れている生徒

〇課題への取り組みの際、

〇グループ学習を多く取り入

と作業が進んでいる生徒

個別指導が中心になりす

れ、生徒が主体的・協働的に学

の差がある。

ぎているため、全体の作業

習できるようにする。

〇製図が上手くかけない

の把握が不十分である。

〇スライドや模型などの視覚的

生徒がいる。

資料の準備をする。

〇「わかった」
「できた」

〇全体指導においての指

〇生徒一人ひとりの現状を把握

と感じる生徒が少ない。

導が口頭によるものであ

し、その生徒にあった個別の課

〇作業中、安全に取り組

るため、一部の生徒には理

題を与える。

むことができている。

解が難しいことがある。

〇集中力が切れるときが

〇「エネルギー変換に関す

〇ワークシートの内容を再検討

ある。

る技術」として使用した教

し、生徒が振り返りをする際、

〇技術と社会や環境につ

材が工夫・創造の余地のな

学習の流れがわかるようにす

いての関わりを考えなが

いものであった。

る。

ら、多角的にものごとを

〇基礎的・基本的知識の定

〇理科や数学などの他教科との

とらえ評価しようとして

着させる時間が少ない。

つながりを意識した授業展開に

いる。

する。

〇「わかった」
「できた」

〇生徒の実態に合わせた、

〇十分な教材研究をし、扱う題

などの達成感を味わわせ

題材選定ができていない。

材が生徒にとって工夫・創造す

る経験が少ない。

３
年

る余地があるものを選定する。

〇課題解決学習に対して

〇基礎的・基本的な学習が

〇ワークシートの内容を再検討

意欲的に取り組むことが

不十分であるため、体験的

し生徒が振り返りをする際、学

できている。

な学習は多く取り入れて

習の流れがわかるようにする。

〇作業が進まない生徒が

いるが、工夫・創造しよう

〇グループ学習を取り入れ、協

いる。

とする生徒が少ない。

働的に学習を進める。

〇コンピュータに対して

〇苦手意識のある生徒に

〇視覚的資料の多く活用し、理

苦手意識をもっている生

対しての適切な指導が不

解を深めさせる。

徒が見られる。

十分である。

〇技術と社会や環境の関

〇社会や環境への問題に

〇今日的な話題等を取り上げ、

わりについて考えようと

ついて興味を向ける授業

社会や環境の問題について考え

する生徒が少ない。

展開が少ない。

させ、問題解決学習を行う。

（９）技術・家庭（家庭分野）
家庭分野の重点
〇よりよい家庭生活をつくる実践力と、より主体的に物事に取り組む態度の育成を目指す。

現状分析（成果と課題）

授業改善プラン

分析内容

指導上の課題

改善案

〇小学校で習得する

〇制作の実習や調理等通して

〇技術を身に付けさせる上で、進

基礎的な技能が身に

経験を多く積ませ、生活に必要

度に差が開いた場合は、放課後等

付いていない生徒も

な技術を確実に身に付けさせ

に個別の指導を充実させ、知識技

る必要がある。

能を身に付けさせる。

１ 見られる。
年 〇授業内での発問に

〇自らの生活を振り返り、問題点

対する発言は多く、意

について主体的に考えさせる授

欲的に取り組む生徒

業の工夫をする。

が多い。
〇ほとんどの生徒が

〇全体指導では理解しきれな

〇ワークや学習プリントで、授業

授業に集中して取り

い生徒への対応が課題である。

内で教え合う場を多く設け、実技

２

組んでいるが、一斉の

でもお互いにフォローするよう

年

指導では理解しきれ

指導を工夫する。

ない生徒もやや見ら
れる。
〇実習では、協力し合

〇基礎的な縫製の技術の差が

〇道具の正しい使用方法を徹底

いながら作業できる

大きいため、個に応じた指導を

し、定着させる。

が、技能の個人差が大

充実させる必要がある。

きい。
〇意欲的に取り組み、

〇生活形態の変化から、幼児の

〇家族や家庭、幼児についての学

実習を計画的に行お

いる生活について、イメージが

習や実習を通して、地域社会へ視

３

うとする生徒が多い

できない生徒が見られる。ま

野を広げ、社会の一員であること

年

が、わずかながら関心

た、課題解決する学習の流れに

を理解させ、どのようにかかわっ

の低い生徒も見られ

ついて追いつけかない状況が

ているかを考えさせる。

る。

ある。

１０）英語科
英語科の重点

外国語表

外国語理解

〇「聞くこと」や「話すこと」
、
「読むこと」、
「書く

現の能力

の能力

知識・理解

こと」の４技能を総合的に育成する指導を充実させ、２年生
84.4
81.8
85.7
外国語を用いて自らの考えや気持ち、事実などを相
３年生
78.8
77.5
78.8
手に伝える「発信力」を高め、同時に異なる国や文 （平成２９年 中野区学力にかかわる調査の結果より）
化の人々と外国語をツールとして円滑にコミュニケーションを図ることができる能力を育成する。

現状分析（成果と課題）
分析内容

１
年

２
年

３
年

授業改善プラン
指導上の課題

改善案

〇校内の学習アンケート

〇生徒の興味・関心を引き

〇ＩＣＴ機器などや教材を効果

から、多くの生徒は「わ

出す教材の工夫を行い、す

的に活用する。さらに、ペアワ

かった」「できた」「楽し

べての生徒が主体的に学

ークやグループワークを活用

い」と感じているが、数

習できるようにすること

し、課題解決に向けて主体的・

名はそうではないことが

が必要である。さらに、生

協働的に学ぶ活動を取り入れ

わかった。すべての生徒

徒の学習状況を把握し、習

る。ワークシートなどで学習状

が意欲的に取り組める教

熟度に応じて課題を与え、

況を把握し、個に応じた丁寧な

材や指導の工夫が必要で

きめ細かい指導を行う必

指導を行う。

ある。

要がある。

〇区の学力調査から、区

〇生徒の興味・関心を引き

〇各単元において「話すこと」
・

の平均正答率に対し全体

出す教材解釈や教材開発

「書くこと」に関する言語活動

的に上回っていることが

を行い、４技能を統合した

の目標を明確にする。言語活動

わかった。一方で、外国

言語活動を継続的に実施

における課題の発見と解決に向

語表現の能力の平均正答

していく必要がある。ま

けて、ペアワークやグループワ

率が、他の観点の平均正

た、生徒が主体的に言語活

ークを活用し主体的･協働的に

答率と比べ下回っている

動に取り組めるよう、生徒

学ぶ学習を実施する。ワークシ

ことがわかった。話す力

にスモールステップの課

ートなどで学習の達成状況を把

だけでなく書く力にも課

題を与え丁寧に指導をし

握し、つまずきに対し個に応じ

題があると思われる。

ていく必要がある。

たきめ細かい指導をする。

〇区の学力調査から、区

〇生徒の興味・関心を引き

〇ワークシートを活用し、生徒

の平均正答率に対し、「ｺ

出す教材解釈や教材開発

の学習状況を把握し、１・２年

ﾐｭﾆｹｰｼｮﾝへの関心・意

を行い、英語が苦手な生徒

生の復習を含めた基礎基本の定

欲・態度」と「外国語理

を底上げしていく必要が

着に対し、個に応じた指導をす

解の能力」が下回ってい

ある。入試問題に対応でき

る。長文の読み取りを継続的に

る。特に、長文の読み取

るよう、長文の読み取りと

指導する。言語活動で培った表

りと対話文の応答のリス

対話文の応答のリスニン

現力を生かし、リスニングで最

ニングの問題に課題があ

グに重点を置き、指導をし

もふさわしい選択肢を選べるよ

ると思われる。

ていく必要がある。

う、練習の機会を作り、きめ細
かい指導をしていく。

