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国 

 

語 

○それぞれの観点において、基

礎的基本的な学力の定着を

図る。 

〇生徒が意欲的、主体的に取り

組むことができる言語活動

を行う。 

〇席書会や百人一首大会など

を通して伝統文化に触れさ

せる。 

〇多くの生徒が真面目に授業

に取り組んでいるが、一部で

集中力が続かない生徒も見

受けられる。 

〇授業評価アンケートの結果

から、授業に対して意欲的に

取り組むことができていな

い生徒が２割いることが分

かった。 

〇定期的に小テストを行い、

基礎的な学力を一層定着さ

せる。 

〇生徒がより意欲的に授業に

取り組むことができるよう

な教材作りを行う。 

〇単元ごとに小テストを行い、

漢字や語句の定着度を確認す

る。必要な場合は補習のプリ

ントなどに取り組ませる。 

〇毎時間ペアワークやグループ

ワークの時間を設け、一人一

人の発言や発表の機会を増や

す。 

社 

 

会 

○基礎・基本の定着を図るため

に、定期的に小テストを実施

する。 

○提出物に定期的に取り組ま

せることで、家庭学習を促

す。 

○意欲的な取り組みと、定着さ

せた知識・技能の活用、思考・

判断・表現力の向上を目的

に、主体的・対話的な学習に

なるように指導を工夫する。 

○授業進度に適応できていな

い生徒が「わからない」を含

めて５人おり、学力の定着に

課題がある。 

○「課題をきちんとやって授業

に臨んでいる」では「あまり

あてはまらない」「わからな

い」が計６人おり、家庭学習

への取り組みに課題がある。 

〇意欲的な授業への取り組み

（発言・活動など）に「あて

はまらない」「あまりあては

まらない」が計 10 人おり、

苦手意識から注意が散漫に

なっている。 

【授業評価アンケート】より 

○基礎・基本的な知識・技能

の定着・向上のため、継続

的に実施している小テスト

の方法を見直す。加えて、

導入時の振り返りを工夫

し、前時とのつながりを意

識させる。 

○提出物への取り組みを徹底

させる。 

○授業規律の確認を定期的に

おこなう。発言を引き出し

やすいよう、習熟度に応じ

た大小の課題設定・発問を

用意する。 

○小テストの復習を課題にし、

基礎的な知識の定着を促す。

また、視覚的な指導になるよ

う、ＩＣＴ機器を活用してい

く。 

○習熟度に応じた課題の作成

や、授業内での発表に向け、家

庭学習の充実と徹底を図る。 

〇学期始めには授業規律を必ず

確認する。意欲的な取り組み

を向上させるため、社会科の

見方・考え方にもとづく主体

的な学習（「自説を唱える」「時

代の特徴を説明する」など）を

適宜取り入れる。 

数 

 

学 

○課題を頻繁に提示し、基礎・

基本の定着を図るとととも

に家庭学習の習慣を身に付

けさせる。また、課題にはて

いねいに取り組ませ、提出期

日を必ず守る意識をもたせ

る。 

○単元テストを実施し、生徒の

躓きを早期に把握し授業改

善や教材工夫を図る。 

○少人数習熟度別授業の特性

を生かし、生徒の理解度・定

着度に応じた発問の仕方を

工夫し、生徒の発言・発表の

機会を多くする。 

 

 

 

 

 

〇ウォーキング（基礎）コースの中

でも理解度や学習意欲に差があ

り、学習習慣が定着できていない

生徒には課題を提出させるのに

苦労しているが、おおむね課題に

真面目に取り組んでいる生徒が

多い。 

〇「授業は事前の準備や工夫がされ

ている」94.7%、「わかりやすく、

よく考えさせてくれる」94.8%の

生徒があてはまると回答してい

るので、習熟に応じた教材の工夫

や授業展開ができた。また、「授

業のスピードが自分の学力に合

っている」は単元テストや定期考

査の結果をふまえ、コースの見直

しを行っているので、94.7%の生

徒があてはまると回答している。 

〇ランニング（発展）コースで 

は、意欲的に学習に取り組む生徒

が多く、計算技能はおおむね習得

しているが、数学的な見方・考え

方を要する問題解決を苦手とす

る生徒が多い。 

 

 

〇習熟度に応じた課題に取り

組ませ、個々の生徒の数学

に対する関心・意欲を向上

させるとともに基礎・基本

の確かな力を定着する。 

〇個に応じた指導を充実す

る。 

〇問題解決のためのグループ

学習を取り入れ、小グルー

プの中で発表する機会を設

けることで、生徒が積極的

に自らの考えを発言する姿

勢を育てる。 

〇課題を計画的に示し、家庭学

習を習慣化させる。課題にし

っかり取り組めない生徒には

放課後等を使った個別指導を

行う。 

〇単元テストや定期考査に向け

ての課題を準備し、基礎・基

本の定着を図る。また、テス

トの結果を分析し、課題を克

服するための個に応じた学習

方法を助言し、支援する。 

〇数学的な見方・考え方を要す

る問題に取り組む時間を増や

し、自分の考え方を発表した

り、互いに講評し合える機会

を設ける。（扱う問題は習熟

度に応じて工夫する。） 
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理 

 

科 

○生徒のさらなる興味・関心を喚起

する。 

○単元ごとの小テストで基礎・基本

の学習の定着をはかり、入試問題

を取り入れた小テストで学力の

向上を図る。 

○実験・観察のより高度な技能を身

に付け、科学的な思考・判断・表

現力を高める。 

○既習事項を活用しながら科学的

な見方や考え方を養う課題を設

定し、話し合いや発表など、生徒

が主体的に取り組むことができ

る言語活動を行う。 

○授業評価アンケートでは、約

98.2％の生徒がきちんと課題に

取り組み、授業の記録をとってい

る、と回答した。 

〇「わかりやすく教えてくれたり、

よく考えさせてくれたりしてい

る」と回答した生徒が 98.2％で

あった。 

○全体的に基礎基本の定着は概ね

良好であるが、一部に不十分な生

徒が見受けられる。 

〇演習問題に意欲的に取り組めて

いる。 

 

○単元ごとに基本的な知識の定着

を確認したい。 

〇根拠に基づいた科学的な議論を

行い、理科の見方・考え方で課

題解決に向かう力を養いたい。 

〇ノート、発表、実験のレポート

等を通して、より豊かな表現力

を身に付けさせたい。 

〇入試問題等の演習課題に取り組

む時間を引き続き設定し、基礎

基本の定着を図りながら、実践

的な応用力を身に付けさせる。 

○基本的な知識の定着を図るために、

小テストや単元ごとのまとめのテ

スト等を実施する。 

〇既習事項を活用する応用レベルの

演習の時間を充実させ、活用力を向

上させる。 

○実験やグループ活動、演習に取り組

む時間を通して、対話的な学習活動

を行うことで、生徒が理科の見方・

考え方を活用しやすい授業を展開

する。 

〇学び合い、教え合う活動を通して、

自分の理解の度合いを把握しなが

ら、知識の定着を図っていく。 

英 

 

語 

○英語でコミュニケーションを図

ることへの関心を高める。 

○語句や文を、英語らしい音で発

話する方法を身に付けさせ、英

語の文が表す意味や構造を理解

させる。 

○コミュニケーション活動をとお

して、４技能（聞、話、読、書）

の基礎力を身に付けさせる。 

○授業の復習を中心に、音読筆写、

ワークブック等の家庭学習課題

を日常的に取り組ませる。 

〇入学前に、英語を話すこと、また

文構造、語彙に関する知識を得て

いる生徒が多い。 

〇「話すこと」など、音声を伴う活

動に関心が高く、意欲的に参加す

る。 

〇音声で語句や文を再生すること

ができても、「書くこと」の活動

では学習経験や学力の差が顕著

になる。 

〇多くの生徒が、音読筆写、ワーク

ブックの課題をていねいに取り

組もうとしている。 

〇語句、文の発音、音読をくり返

し行い、個別で発話する機会を

設定する。 

〇文構造を整理し、語彙の基礎的

な知識の習得を目指し、コミュ

ニケーション活動につなげる。 

〇単元ごとに 2～3 文レベルのス

ピーキング活動を行い、学期に

1 回のパフォーマンス・テスト

を実施する。 

〇授業での音声練習を踏まえ、英

文筆写をさせる。つながりのあ

るまとまった文を書く練習をさ

せる。 

〇語句の発音練習を行い、音読は全体

練習から個別練習（個々の発話）に

つなげる。 

〇単元ごとに文構造や語彙の基礎的

な知識の整理、拡充につながる教材

を作成する。 

〇教科書本文の再生（リプロダクショ

ン）を行い、暗唱から言語活動へつ

なげる。 

〇授業で音読を徹底的に行い、音声の

練習を踏まえて音読筆写の家庭学習

課題を提示する。 

音 

 

楽 

○パートリーダーの育成を図るこ

とや、グループ・ペア活動を通

して、主体的な学習ができるよ

うにする。 

○表現「歌唱、器楽、創作」と鑑賞

領域を関連付けて指導する。 

○合唱コンクールなどの行事や授

業内発表など、一つ一つの学習項

目に目標をもたせ、達成感を得ら

れるように指導する。 

 

〇歌唱においては、姿勢などに気

を付け、全体的に積極的に取り

組めている。男子は変声前の生

徒が多いが、女声パートなど自

分の歌いやすい音域で力を発揮

している。 

〇器楽ではアルトリコーダーの基

礎的個人小テストによく取り組

んでいる。 

〇音符や音楽記号などの知識理解

については、個人差がある。期末

考査や記譜を必要とする創作、鑑

賞の「言葉による批評」にそれが

表れている。 

 

 

 

 

〇発声やアルトリコーダーの運

指、音楽理論などの基本的な知

識技能の定着を図る。 

〇それぞれの生徒が自分の思いや

意図をもって表現できるように

曲想について考えたり、話し合

ったりする時間を増やす。 

〇グループ学習やペア学習を通し

た主体的な学習がスムーズにで

きるよう指導する。 

〇基本的な知識や技能を、履修する

楽曲の表現活動の中で確認させ、

定着させる。足りない部分は個別

指導を行う。 

〇興味関心や達成感をもてるような

楽曲教材の精選を行う。また話し

合いがしやすい授業をするため

に、ＩＣＴ機器を使用して視覚的

に共有できるようにする。 

〇合唱指導については個人達成カー

ドを使用する。器楽のグループ学

習では、生徒同士の相互評価を行

う。 
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美 

 

術 

〇自由に伸び伸びと構想を練

り、楽しく活動させる。 

〇実技を通して、基礎的・基本

的な模写の能力の定着を図

る。 

〇表現活動の基礎・基本となる

色彩の習得を図り、自ら制作

活動ができるように支援す

る。 

○工夫しながら作業に取り組

む生徒が多く個性豊かな作

品が見られ、課題の方向性に

従い、良い傾向が見受けられ

る。 

○多くの生徒が意欲的に作業

に取り組んでいる。 

○作業だけでなく色彩の作品

を積極的に発表する生徒が

多く、方法や用語もしっかり

覚える生徒が多い。 

 

 

○グループ学習をとおして友

人との意見交換や制作のア

イデアを考える時間を設け

る。 

〇基本的な描写力や、造形力

を身に付ける学習を行って

いく。 

〇基本的な描写力や造形力を

身に付ける学習を行ってい

く。美術作品を鑑賞し、自

分の考えをしっかりもたせ

る。 

 

〇友達との話し合いから制作す

る作品からどのようなことが

学べるかを明確にさせる。 

〇制作手順をプリントやアクテ 

ィブボード等を使用し、細か

く指導していく。 

〇アクティブボードで様々な美

術作品を鑑賞させることで、

描写力や造形力をつけさせ

る。  

保

健

体

育

男

子 

〇授業の規律（集団行動）を徹

底し、安全に配慮をする。 

〇運動量を十分に確保し、基礎

体力・基本技能を身につけ

る。 

〇全体指導と併せて技能別で

の活動を取り入れ、TT 体制

で指導していく。 

〇グループ活動で学び合い、互

いのよさをみつけられるよ

うにする。 

〇多くの生徒が授業の規律を

守り、積極的に取り組んでい

る。 

〇基礎体力・基本技能が身につ

いていない生徒が多い。 

〇運動に関する知識が低い生

徒が多い。 

〇口頭での指示を理解するこ

とが難しい生徒がいる。 

〇毎時間、ランニングや補強

運動を継続的に実施し、体

力の向上を図る。 

〇全体指導で、運動量を確保

し、基礎体力・基本技能の

定着を図る。 

〇模範を示したり学習カード

等を活用したりして、技能

のポイントを説明し理解さ

せる。 

〇視覚的にアプローチできる

ように教材を工夫する。 

〇単元に応じて、授業の導入で、

筋力・体幹トレーニング、柔軟

運動などを実施する。 

〇全体指導を行いながら、体力

や技能に応じた指導をＴＴで

徹底する。 

〇学習カードやタブレットを活

用し、自己の課題を発見させ、

解決できるよう練習方法など

を助言、指導する。 

〇掲示物やアクティブボードを

有効に活用する。 

保

健

体

育

女

子 

〇基礎的・基本的な運動能力と

体力の向上を図る。 

〇個々の能力に合わせた目標

を設定し、積極的に取り組め

るようにする。 

 

 

〇体力及び基礎的・基本的な運

動能力が身についていない

生徒が多い。 

〇声を出し、元気に活動する生

徒が多い。しかし、教師の説

明を自己解釈して行動して

しまう場面も見られる。ま

た、運動が苦手な生徒は積極

性に欠ける場面が見られる。 

 

〇準備運動の中に補強トレー

ニングや柔軟運動を取り入

れ、体力の向上を図りなが

ら運動能力の定着を目指

す。 

〇安全のためにも、説明は最

後までしっかりと聞く姿勢

を取らせる。さらに、ＴＴ

を活用し、個別指導を活か

しながら助言や支援を行

い、積極的に取り組めるよ

うにする。 

〇学習ノートやカードを活用

し、自己の課題を発見させ、解

決できるよう練習方法などを

助言、指導する。また、単元ご

とに技能テストを行い、どの

程度身についているかを確認

しながら助言する。 

〇ＴＴ相互で打ち合わせを密に

し、習熟度に応じた個別指導

を徹底するとともに、できた

ことの喜びがわかるような声

掛けを常に行う。 
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技 

 

術 

・ 

家 

 

庭 

＜技術分野＞ 

○基礎的・基本的な知識及び

技能の定着を図る。 

○協働学習の機会を設けて、

主体的対話的な学習を進め

る。 

○木製品の製作では、工具の

仕組みと効果的な使用方法

を理解させ、安全で丁寧な

作業を行わせる。 

 

 

 

 

 

 

＜家庭分野＞ 

○復習や反復練習を行い、基

礎的・基本的な知識及び技

能の定着を図る。 

○習得した知識や技術を家庭

生活で活かせるような課題

を取り入れ、技能の向上を

図る。   

 

＜技術分野＞ 

○厚紙を使って作品の試作

をすることで作品のイメ

ージをもたせた後に、け

がき作業を行わせること

ができた。 

○実習（木材加工）において

意欲的に作業を進めるこ

とができる生徒と、なか

なか進めることができな

い生徒との差がある。 

○両刃のこぎり、差し金の

正しい使い方をしていな

い生徒がいる。 

 

 

＜家庭分野＞ 

○基礎的な知識の習得がで

きている生徒は多いが、

発展的な課題や応用力を

求められる課題には苦手

意識をもつ生徒が少なく

ない。 

○習得した知識や技術を実

生活で活かす機会をもと

うとする生徒が少ない。 

 

＜技術分野＞ 

○作業記録表の記入を通

して、現在の作業内容と

課題を確認させる。 

○グループで学習をする

ことで、課題を発見し、

解決するために支援し

合い、作業を効率化させ

る。 

○工具の仕組みと効果的

な使用方法の関係を理

解させる。 

 

 

 

 

＜家庭分野＞ 

○基礎的な知識や技術を

しっかり定着させ、応

用・発展できる能力を養

う。  

○日常生活の中で、学習し

た内容を実践できる課

題を多く設定するよう

に工夫する。 

 

＜技術分野＞ 

○実習では、進度に応じた支

援をする。製作時間が足り

ない生徒には補修時間を

設けて指導をしていく。 

○同じ作品を製作する生徒

で班を作り、解決する問題

を共有させながら作業に

取り組ませていく。 

○動画や作業を実際に見せ

ることで安全指導を確実

に行う。 

 

 

 

 

＜家庭分野＞ 

○ワークシートや家庭ノー

トの課題にそれぞれの考

えを整理し、発表したり話

し合う機会を増やし、創造

力や発想力を広げられる

指導をする。  

○家庭で行えるボタンつけ、

アイロンがけ、洗濯実習、

調理などの課題を取り入

れていく。 
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国 

 

語 

〇定期的に小テストを実施し、

課題に取り組ませることで、

漢字の知識や語彙力を増や

し、基礎学力の向上を図る。 

〇生徒が主体的に取り組むこ

とができる言語活動を行う。 

「書くこと」「話すこと」の活

動を増やし、コミュニケーシ

ョン力を育てる。 

〇授業評価アンケートでは、約

９割の生徒がきちんと課題

に取り組み、授業の記録をと

っている、と回答した。 

〇「授業中に自ら進んで挙手、

発言等、意欲的に取り組んで

いるか」という項目におい

て、２割の生徒があてはまっ

ていなかった。 

〇発言する機会を増やし、誰

でも発言しやすい授業の雰

囲気を作る。 

〇教科書の文章を読むだけで

なく、発展的な活動を行い、

授業に主体的に取り組める

ようにする。 

〇毎回の授業でペアワークやグ

ループワークを取り入れ、発

言をする機会を増やす。 

〇教科書に載っている文章を読

んで終わりにするのではな

く、単元の最後には関係する

テーマで議論したり、読みを

深めたりする活動を取り入れ

る。 

社 

 

会 

○基礎基本を定着させるため

に、定期的に小テストを実施

する。 

○思考・判断・表現を向上させ

るために、少人数によるグル

ープワークを導入する。 

○定期的に提出物を課すこと

で、家庭学習を促す。 

〇授業評価アンケートより、授

業準備などがきちんとでき

ている生徒は 75％を超えて

いる。授業者から見ても、授

業規律はおおむね良好であ

る。しかし、発言などの積極

性はアンケートでも「あまり

あてはまらない」が 20％近

くおり、課題として挙げられ

る。 

〇東京都の学力調査より、平均

を 3.4％上回るが、思考・判

断・表現が 0.1%上回るにす

ぎず、課題である。 

〇少人数によるグループワー

クで積極的に発言できる機

会を増やす。 

〇思考・判断・表現を高める

ために言語活動を通した

「学び合い」を重視してい

く。 

〇グループの中での発言する生

徒に偏りがある。机間指導で、

様々な生徒が発言できるよう

指導・助言する。 

〇思考・判断・表現に課題がある

ので、グループワークで意見

を共有する前に個人で考える

時間を設ける。また、「学び合

い」を促すことで学力の高い

生徒の思考力も言語活動を通

して高める。 

数 

 

学 

○数学の学習に対して問題解

決ができる楽しさを経験さ

せる。 

○習熟度別少人数制授業、基礎

コースでは、公式や言語、計

算処理、図形の性質の理解等

の定着を図る。発展コースで

は、さらに、発展的な問題の

解決への取り組みを行う。 

また、両コースとも、個々の

理解度に応じて徐々に難易

度の高い問題に移行する。 

○自分の意見、問題の解決方法

を説明する言語活動を取り

入れる。 

 

 

 

 

 

○授業評価アンケートでは、９

割近くの生徒が指示された

課題に取り組み、授業の記録

をとっている、と回答し、意

欲をもって学習活動を行っ

ている。 

○全体的に基礎基本の定着は

概ね良好であるが、一部、計

算や公式の認識が不十分な

生徒が見受けられる。 

また、数学的な思考を要す

る問題の解決を苦手とする

生徒が多い。 

○多くの生徒が挙手をし、自分

の考えを発表することがで

きる。 

○個々の生徒の学習意欲、課

題を解決する意識を向上さ

せる。 

○公式をはじめとする知識の

定着、計算力などの技能の

定着を図る。数学的な思考

を要する問題を解決する思

考力、判断力を養う。 

○他者の意見を聴き、理解し、

自分なりに分析し、その意

見を発表する力を養う。 

○単元、章、各授業における習得

を目指す項目（ねらい）を明確

にし目的意識をもたせて学習

活動に取り組ませる。また、課

題を定期的に出題し、点検す

ることで継続した学習態度を

育成する。 

○難易度別のワークシートによ

る学習を実施し、段階をおっ

て学力の向上を目指す。確認

テストを実施し、各自の課題

の把握をさせ、テスト直しの

提出を通してその解決を図

る。 

○協力して問題の解決に取り組

むための教え合いの時間を作

り、他者への解説等の取り組

みを行う。 
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理 

 

科 

○生徒のさらなる興味・関心を喚起

する。 

○小テストや課題・単元ごとのテス

トを定期的に行い、基礎学力の向

上を図る。 

○既習事項を活用し、科学的な見方

や考え方を養う課題を設定し、話

し合いや発表など、生徒が主体的

に取り組むことができる言語活

動を行う。 

○基本的な実験器具の使い方に習

熟させ、班で協力するとともに、

見通しを持ちながら実験に取り

組む力の向上を図る。 

○授業評価アンケートでは、約

86.7％の生徒がきちんと課題に

取り組み、100％の生徒が授業の

記録をとっていると回答した。 

〇「授業中に自ら進んで挙手、発言

等、意欲的に取り組んでいるか」

という項目において、２割の生徒

があてはまっていなかった。 

○都の学力調査の結果から、規則

性・関係性を見出して計算する問

題や、規則性に基づいて結果や原

因を推測する問題への正答率が

低いことが分かった。 

○全体的に基礎基本の定着は概ね

良好であるが、一部に不十分な生

徒が見受けられる。 

○規則性・関係性を見出させる力

を向上させ、規則性に基づいて

数的に思考する学習活動の機会

を増やしたい。 

○現象を理解するために必要な知

識を関係性とともに理解する力

を養いたい。 

○現象を、具体的な物質や物体の

変化として理解する視点を獲得

させたい。 

○結果には原因があることを理解

させ、結果から原因や経過を推

測する力を身に付けさせたい。 

○継続して基本的な知識の定着を

図り、対話的な学習を行う土台

をつくりたい。 

○シンキングツールを用い、規則性・

関係性を見出させる対話的な学習

活動を行う。また、規則性に基づき

数的に思考する学習活動を充実さ

せる。 

○現象をモデル化して提示するとと

もに、モデルを使って説明する学習

活動を行う。 

○シンキングツールを用いて、因果関

係や整理する学習活動を行う。 

○対話的な学習を行う土台をつくり、

基本的な知識の定着を図るための

５問テストを毎時間実施する。 

英 

 

語 

○少人数習熟度別授業の利点を生

かし、基礎コースは基礎力の充

実を図り、基本的な事柄を描写

できるようにさせる。発展コー

スでは、それに自分や人の意見

を加えて描写できるようにさせ

る。 

○様々な会話場面を設定し、実践

的即効的なコミュニケーション

能力を育成する。 

○授業においては、ペアワークや発

表活動によく取り組み、発言にも

積極的な生徒が多い。 

○全体的に基礎力の底上げ、語彙力

の強化が必要である。都学力調査

の結果を見ると、特に自分の考え

を文章化するなど、表現の能力が

身に付いていない点が課題であ

る。 

○全体的な基礎学力を向上させ

る。基礎語彙力・基礎文法力に

加え、音読指導に重点を置き指

導に当たる。基礎学力の向上に

当たっては、１年次の復習も適

宜取り入れていく必要がある。 

○自分の行動や簡単な意見を文章

化し、発表活動を充実させるこ

とで表現の能力の充実を図る。  

○単元毎の語彙力テスト・文法テス

ト、そして音読テストを実施する。

特に音読テストに関しては ALT と

協力しながら取り組む。１年次の復

習については、授業の始めを利用し

てミニテストを実施する。 

○様々な場面を設定し、それに見合っ

た英語を考えさせ文章化させるこ

とで表現力を充実させる。           

音 

 

楽 

○パート練習やグループ・ペア活動

において、曲にふさわしい表現を

創意工夫し、全員が主体的に意欲

をもって学習できるようにする。 

○表現「歌唱、器楽、創作」と鑑賞

領域を関連付けて指導する。 

○合唱コンクールなどの行事や授

業内発表などで目標をもたせ、一

人一人が達成感を得られるよう

に指導する。 

 

〇歌唱においては、全体的に積極

的に取り組めているが、女子の

一部に声が響かせられない生徒

がいる。 

〇器楽ではアルトリコーダーの二

重奏に取り組み意欲的に思いや

意図をもって演奏できる生徒が

多かったが、一部苦手意識をもっ

ている生徒もいた。 

〇音符や音楽記号などの知識理解

については、昨年より期末考査の

平均点が上昇し、定着してきてい

ることがうかがえる。 

〇発声やアルトリコーダーの運

指、調と音階などの音楽理論の

基本的な知識技能のさらなる定

着を図る。 

〇自分の思いや意図をもって表現

できるように音色や曲想につい

て考えたり、話し合ったりする

時間を増やす。 

〇グループ学習（パート練習）や

ペア学習を通して主体的に学習

できるよう指導を行う。 

〇ペアワークや個別指導により、基

本的な知識やリコーダー演奏など

技能の弱点を克服させる。また、

息の使い方を定着させるためにブ

レストレーニングを取り入れる。 

〇話し合いがしやすい授業をするた

めに、ＩＣＴ機器を使用して視覚

的に共有できるようにする。 

〇合唱指導については達成カードを

使用し個人の理解度を把握する。

器楽のグループ学習では、生徒同

士の相互評価を行う。 
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美 

 

術 

○生徒一人一人が制作を通し

て心豊かに美術とかかわり、

美術を愛好する心情を育み、

創造活動に関心をもたせる。 

○実技を通して、基礎的・基本

的な能力の定着を図る。 

○表現活動の基礎・基本となる

デザインの習得を図り、自ら

制作活動ができるように支

援する。 

○意欲的に取り組んでいる生

徒が多く、生徒作品から工夫

している点が多く見受けら

れる。 

○1 年次に学習した技術を十

分習得している生徒と不十

分な生徒が見られる。 

○課題のテーマにあったアイ

デアがなかなか思いつかず、

作業がすすまない生徒が見

受けられる。 

○自らの課題を認識させ一つ

の一つの作品を丁寧に作ら

せる。 

○課題の展開の際、技法につ

いて手本を見せながら説明

し、過去に行った技法の場

合でも手本を見せながら復

習し指導を行う。 

○参考作品やアイデアの元と

なる資料を多く与え表現の

向上を図る。 

○資料や手本を示しながら、机

間指導を行う。 

○個々の技能の能力にあわせて

資料や手本を示しながら机間

指導を行う。 

○アクティブボードやプリント

による資料を充実させ、表現

力をみがかせる。 

保

健

体

育

男

子 

○授業の規律（集団行動）を徹

底し、安全に配慮をする。 

○運動量を十分に確保し、基礎

体力・基本技能の向上を図

る。 

○個々に合った課題解決がで

きるようTT体制で連携して

いく。 

○グループ活動を取り入れ、主

体的に取り組めるよう指導

していく。 

〇運動が得意・不得意に関わら

ず、意欲的に取り組む姿勢が

多く見られる。 

〇全体的に体力が低く、個々の

運動技能の差が大きい。 

〇運動に関する知識が低い生

徒が多い。 

〇グループ活動で互いに声を

かけ、励まし合うことができ

る生徒が多い。 

〇毎時間、ランニングや補強

運動を継続的に実施し、体

力の向上を図る。 

〇全体指導で運動量を確保

し、体力を高めながら、Ｔ

Ｔを活用して、技能別に対

応していき、全員が技能向

上を図る。 

〇視覚教材を活用して、知識

の定着を図る。 

〇グループ活動を取り入れて

いき、学び合いの中で、理

解を深めさせ、技能の向上

を図る。 

〇単元に応じて、授業の導入で、

筋力・体幹トレーニング、柔軟

運動などを実施する。 

〇ＴＴ相互での打ち合わせを密

にし、個々の習熟度や技能に

応じた指導を徹底する。 

〇アクティブボードや学習カー

ドを活用し、各技能のポイン

ト等を説明する。 

〇グループ活動で、学習カード

やタブレットを活用し、自他

の課題を発見させ、解決でき

るような取り組みについて指

導・助言する。 

保

健

体

育

女

子 

○基礎的・基本的な運動能力を

高めるために、運動を工夫し

ながら反復した指導を行う。 

○個々の能力に合った学習を

工夫し、意欲的に運動できる

場面を増やすとともに、体力

の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇基礎的・基本的な運動能力が

身についていない生徒が多

い。 

〇どの種目も真面目に取り組

む姿勢が見られる。また、運

動が苦手な生徒の中には、積

極性に欠ける場面がやや多

く見られる。 

 

〇自己の課題を認識させ、体

力の向上を図るために、

個々の目標を設定させる。 

〇ＴＴを活用して個々の能力

に合った学習を工夫し、で

きる喜びがわかるような声

掛けを行うことにより意欲

を育てていく。 

 

〇学習ノートやカードを活用し

て、課題の発見と解決を促し、

運動の効果を高められるよう

にする。 

〇ＴＴ相互で話し合いながら、

個別指導を徹底するととも

に、単元ごとに技能テストを

行い、一人一人の能力を確認

しながら助言し、意欲を引き

出していく。 
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技 

 

術 

・ 

家 

 

庭 

＜技術分野＞ 

○基礎的・基本的な知識及び技能

の定着を図る。  

○協働学習の機会を設けて、主体

的対話的な学習を進める。 

○エネルギー変換についての実

習では、工具の取り扱い方を理

解させ、安全で効率的な作業を

行わせる。 

 

 

＜家庭分野＞ 

○実践的・体験的学習活動を増や

し、技能の向上を図る。  

○日常の家庭生活と結びつけ、知

識や技術を習得させる。 

○夏休み、冬休みに調理実践の課

題を設定し、調理に関する技術

の定着を図る。      

＜技術分野＞ 

○作品製作（ラジオの製作）、

観察記録（ベビーリーフの栽

培）に興味をもって取り組む

生徒が多い。 

○一つの課題に時間をかけ過

ぎる傾向がある生徒がいる。 

○はんだごてを安全に使おう

としている生徒が多い。 

 

 

＜家庭分野＞ 

○成長期の食生活に関心をも

ち、意欲をもって授業を受け

る生徒が多い。  

○調理実習に興味をもち意欲

的に取り組む生徒が多い。 

○調理など作業経験の違いに

よる技術差があり、到達度に

差が出てしまう。 

＜技術分野＞ 

○実習の導入では、学習内容

と安全指導について、わか

りやすい説明を行う。 

○グループで学習すること

で、問題解決のためにお互

いに支援し合い、作業を効

率化させる。 

○工具を安全に使うために工

具の仕組みと使用方法の関

係を理解させる。 

＜家庭分野＞ 

○簡単な食材を用いて食品の

扱い方になれさせる。  

○身近な食生活の課題を設定

し、習得した知識や技術を

生活の中で活かし定着を図

る。   

○長期休業中などを利用し

て、献立作成や調理に挑戦

させ作業経験の場を増やし

技術の向上を図る。 

＜技術分野＞ 

○実習に関する基礎知識を定着

させるために、動画、ワークシ

ート等を活用していく。 

○４、５人で班を作り、 

解決する問題を共有させなが

ら作業に取り組ませていく。 

○動画や作業を実際に見せるこ

とで安全指導を確実に行う。 

 

 

＜家庭分野＞ 

○アクティブボードを活用し動

画で調理手順や作業内容を説

明し基礎技術の定着を図る。  

○実習時に小グループや個別指

導を行い、技術力の差をうめ

る指導をする。   

○調理器具などの扱いに慣れる

ために、長期休業中の宿題と

して、エコクッキングによる

お弁当作りに取り組ませる。 
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国 

 

語 

○目標を明確にして主体的に

学習する指導を行い、基礎

的・基本的な学力の定着を図

る。 

○進路を見据えて、生きる力に

直結する「話すこと」「書くこ

と」の指導を重点的に行う。 

○授業評価アンケートの結果

から、準備をして授業に臨

み、課題に対する取り組みも

良いことがわかるが、「自ら

進んで挙手・発言･･･」の項

目の数値がやや低いので、改

善が必要である。 

○積極的に「話すこと」と「書

くこと」に関する学力の育

成を図り、「考える力」を伸

ばす指導を行う。 

○毎時間の最初に、新聞記事に

ついての意見発表の時間を設

定し、話す力を伸ばす。 

○週 1 回、入試問題や生活をふ

り返る課題作文に取り組ま

せ、書く力を伸ばす。 

社 

 

会 

○基礎基本の定着を図るため、

定期的に小テストを実施す

る。 

○思考・判断・表現力を向上さ

せるため、少人数グループに

よるアクティブラーニング

を活用する。 

○体験的学習として、政党や株

式会社をつくり、世界各国の

外交などをシミュレーショ

ンさせる。 

○社会的事象への関心と自ら

の意見をもたせるために「意

見論述ノート」をつくらせ

る。プリントに毎回、論述用

のテーマを一つ掲載する。 

〇授業評価アンケートより、授

業準備などができていると

答えた生徒は 75％を超えて

いる。授業者から見ても授業

規律はおおむね良好である。

しかし、発言などの積極性は

アンケートでも「あまりあて

はまらない」「あてはまらな

い」が 10％を超えているこ

とが課題として挙げられる。 

〇基本的に生徒は意欲的に授

業に取り組んでいるが、グル

ープワークで自らの考えを

表現することが苦手な生徒

が少なくない。 

〇少人数によるグループワー

クで積極的に発言できる機

会を増やす。 

〇思考・判断・表現を高める

ために言語活動を通した

「学び合い」を重視してい

く。 

〇自らの意見を考え、深め、

表現する機会を設ける。さ

らに、社会的な現象や話題

のニュースを扱うことで興

味・関心も深めていく。 

〇グループワークの中で発言す

る生徒に偏りがある。机間指

導で、様々な生徒が発言でき

るよう指導・助言する。 

〇思考・判断・表現に課題がある

ので、グループワークで意見

を共有する前に個人で考える

時間を設ける。また、「学び合

い」を促すことで学力の高い

生徒の思考力も言語活動を通

して高める。 

〇話題のニュースなどをテーマ

に自らの意見をまとめる「論

述ノート」を作成し、関心・意

欲・態度や思考・判断・表現を

高める。 

数 

 

学 

○習熟度に応じた授業を実践

する。 

 （基礎）例題を選別し、基礎

基本の徹底を図る。 

 （発展）応用問題へのチャレ

ンジを適宜行い、数学的な見

方や考え方を重点的に養う。 

 （共通）毎回多くの生徒に発

問し、生徒の理解度を図りな

がら、言語活動の充実を図

る。途中式をきちんと書か

せ、根拠を明確にして答えさ

せる。 

○単元に応じて、課題解決型学

習を取り入れる。 

 

 

 

【授業評価アンケート】 

○「授業の進度が自分に合う」

の割合が 87%、「事前の準備

や工夫がされ分かりやすい

授業」の割合が 95%となり、

習熟に応じた授業を実践で

きている。また、毎回多くの

生徒に発問し、根拠を明確に

して説明する時間を多くと

っている。しかし、ワークや

授業ノートを点検すると、問

題を解く過程を簡略化して

書く生徒が一部見られる。 

○基礎基本が備わっていない

生徒は、課題解決型学習に躓

きが多く見られる。 

 

 

 

 

○答えを出す過程を評価する

授業を実践する。また、継

続して言語活動を重視した

授業を実践する。 

 

○課題を解決するために必要

な思考力，判断力，表現力

を習得させる。 

             

○ノートに根拠をきちんと書か

せる時間を多くとる。また、

試験後のやり直しレポートを

課し、途中の式や考え方をま

とめさせる機会をつくり、表

現力を養う。 

 

○単元の終わりに、基本事項お

よび基本例題をまとめたもの

をノートに貼り、振り返りな

がら課題解決学習に取り組ま

せる。 
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理 

 

科 

○生徒のさらなる興味・関心を喚起

する。 

○単元ごとのテストで基礎・基本の

学習の定着をはかり、入試問題を

取り入れた小テストで学力の向

上を図る。 

○実験・観察のより高度な技能を身

につけ、科学的な思考・判断・表

現力を高める。 

○既習事項を活用しながら科学的

な見方や考え方を養う課題を設

定し、話し合いや発表など、生徒

が主体的に取り組むことができ

る言語活動を行う。 

○授業評価アンケートでは、約９割

の生徒がきちんと課題に取り組

み、授業の記録をとっている、と

回答した。 

○「わかりやすく教えてくれたり、

よく考えさせてくれたりしてい

る」と回答した生徒が 98.5％であ

った。 

○全体的に基礎基本の定着は概ね

良好であるが、一部に不十分な生

徒が見受けられる。 

○既習事項を活用する応用レベル

の演習の時間を設けているが、意

欲的に学習している。 

○単元ごとに基本的な知識の定着

を確認したい。 

○知識の定着とともに、知識を活

用する力を養いたい。 

○既習事項を活用して、根拠に基

づいて科学的に考える力を身に

付けさせたい。 

○根拠に基づいた科学的な議論を

行い、理科の見方・考え方を働

かせて課題解決に向かう力を養

いたい。 

○基本的な知識の定着を図るために、

小テストや単元ごとのまとめのテ

スト等を実施する。 

○学び合い、教え合う活動を通して、

知識の定着と知識を活用する学習

活動を行う。 

○既習事項を活用する応用レベルの

演習の時間を充実させる。 

○シンキングツールを用いた対話的

な学習活動を行い、生徒が理科の見

方・考え方を働かせて課題解決する

授業を展開する。 

英 

 

語 

○英語らしい音で発話できるよう

にする。 

〇語句が表す意味、文構造正しく理

解させる。 

○4 技能（聞く、話す、読む、書く）

基礎力を伸ばせるように言語活

動を行い、パフォーマンス・テス

トで定着を図る。 

○教科書本文の筆写、文構造の復習

を中心に、家庭学習を日常的に取

り組ませる。 

〇文構造や語彙の知識の習得に意

欲を示す生徒が多い。 

〇文構造や語彙の知識の定着が不

十分な生徒も少なくない。 

〇「話すこと」等音声を伴う活動は

興味を示さなかったり、慣れてい

ない生徒が多く、自ら英語を発 

話しようとすることには消極的

な傾向が見られる。 

〇「読むこと」を翻訳作業と誤解す

る傾向がある。 

〇語句、文の発音、音読の練習方

法を工夫し、発話の機会を多く

設定する。 

〇文構造や語彙を整理し、基礎知

識の定着と拡充を図る。 

〇単元ごとにプレゼンテーショ

ン、やりとりの活動を行い、段

階的にパフォーマンス・テスト

を実施する。 

〇音声練習と英文筆写をさせる。

まとまった英文を書く練習をさ

せる。 

〇語句の発音練習、音読は全体練習か

ら個別練習（個々の発話）につなげ

る。 

〇単元ごとに文構造や語彙の知識の

整理、拡充する教材を提示する。 

〇教科書本文の再生（リプロダクショ

ン）を行い、暗唱から言語活動へつ

なげる。 

〇音読練習を徹底的に行い、パートご

とに音読筆写の家庭学習課題を提

示する。また、30 語程度のまとま

った英文を書く活動につなげる。 

音 

 

楽 

○リーダーを中心としたパート練

習のさらなる充実を図り、曲にふ

さわしい表現を創意工夫し、グル

ープ・ペア活動では全員が主体的

に思いや意図をもって学習でき

るようにする。 

○表現「歌唱、器楽、創作」と鑑賞

領域を関連付けて指導する。 

○合唱コンクールや卒業行事、授

業内発表などで目標をもたせ、

一人一人が達成感を得られるよ

うに指導する。 

 

 

 

 

 

〇歌唱分野においては、全体的に意

欲的に取り組み、二重唱や混声四

部合唱の響きが確立されてきた。 

〇鑑賞において、音楽鑑賞教室に関

したオーケストラについての学

習に興味関心をもって取り組ん

でいた。 

〇音符や音楽記号などの知識理解、

コードネームを使った創作など

については、できる生徒とそうで

ない生徒で差ができてしまった。 

〇発声や楽器の奏法、音楽理論の

基本的な知識や技能のさらなる

定着を図る。 

〇自分の思いや意図をもって表現

できるように音色や曲想につい

て考えたり、話し合ったりする

時間を増やす。 

〇グループ学習（パート練習）や

ペア学習を通してリーダーを中

心に、主体的に学習できるよう

指導を行う。 

〇音楽理論など難解な内容は、個別

に指導したり、楽曲を演奏する過

程において関連付けたりして理解

させる。 

〇話し合いがしやすい授業をするた

めに、ＩＣＴ機器を使用して視覚

的に共有できるようにする。 

〇合唱指導については、リーダーの養

成を行い、パート練習が主体的に進

められるようにする。また達成カー

ドを使用し個人の理解度を把握す

る。器楽のグループ学習では、生徒

同士の相互評価を行う。 
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美 

 

術 

○生徒一人一人が制作を通して心

豊かに美術とかかわり、美術を愛

好する心情を育み、創造活動に関

心をもたせる。 

○実技を通して、基礎的・基本的な

空間構成の能力の定着を図る。 

○表現活動に重点を置き、より豊か

な美術性を培うように支援する。 

○これまでに学んだ技術を生かし

ながら作品を作り、意欲をもって

作業に取り組んでいる。 

○工夫しながら作業に取り組む生

徒が多く個性豊かな作品が見ら

れ、課題の方向性に従い、良い傾

向が見受けられる。 

○技術はあるが、良いアイデアが浮

かばず、なかなか作業が進まない

生徒がいる。作業が早い生徒と差

ができている。 

 

○参考作品を増やし、アイデアを

出す機会を増やしていく。作品

を客観的にみさせることで、作

品の完成度の向上を図る。 

○空間的な作品を多くみせ、友人

との意見交換や考える時間を設

ける。 

○作業が進まない生徒には個別で

参考作品から自分の作品に生か

せる部分を取り上げさせ自分の

作品に反映させるようにする。 

 

 

○作品と「自分」の関係性を明確にす

るために自己評価や発表の機会を

設ける。 

○一人一人の生徒への個別指導を増

やし、手が止まっている生徒への声

かけを行い、作業方法を助言する。。 

○アクティブボードや印刷物による

作品の紹介をより多くしていく。 

 

保

健

体

育

男

子 

○授業の規律（集団行動）を徹底し、

安全に配慮をする。 

○運動量を十分に確保し、体力・技

能の向上を図る。 

○全体指導と併せて技能別での活

動を取り入れ、個々に合った課題

解決ができるよう指導していく。 

○グループ活動で自他の課題解決

に向けて取り組み、技能向上でき

るよう指導していく。 

〇多くの生徒が真面目に取り組ん

でいるが、苦手な単元に対して、

消極的になる場面が見られる。 

〇個々の運動技能の差が大きい。 

〇運動に関する知識が低い生徒が

いる。 

〇互いに助言し、学び合うことがで

きる。 

 

〇毎時間、ランニングや補強運動

を継続的に実施し、体力の向上

を図る。 

〇技能別指導で、全員に達成感を

体得させることで、技能向上を

図る。 

〇視覚教材を活用して、知識の定

着を図る。 

〇グループ活動を多く取り入れ、

主体的に学習できるよう指導し

ていく。 

〇単元に応じて、授業の導入で、筋力・

体幹トレーニング、柔軟運動などを

実施する。 

〇個々の技能にあった場を与え、それ

ぞれの場を巡視等しながら指導を

行う。 

〇アクティブボードや学習カードを

活用し、各技能のポイント等を説明

する。 

〇学習カードやタブレットを活用し、

自他の課題を発見させ、解決のため

の練習方法などを考えさせる指導

を行う。 

保

健

体

育

女

子 

○基礎的・基本的な運動能力と体

力の向上を目指し、個々の運動

時間をより多く確保する。 

○個人の能力に合わせた助言や支

援を行い、意欲的に活動させる。 

 

 

 

 

 

 

〇基礎的・基本的な運動能力が身に

ついていない生徒と身について

いる生徒との差がはっきりして

いる。 

〇運動が得意・不得意に関わらず、

意欲をもって真面目に取り組む

姿勢が多く見られる。 

 

〇各自の課題を認識させ、課題を

達成するための活動内容を工夫

する。 

〇グループワークを通し、様々な

生徒の共同学習を行い、互いに

助け合いながら運動能力の向上

を目指す。さらに、ＴＴの活用

も効率よく行い、支援できるよ

うな声掛けをしていく。 

〇学習ノートやカードを活用し、課題

の発見と解決ができるように支援

し、意欲を引き出していく。 

〇単元ごとに技能テストを行い、個々

の個人目標を明確にして達成感を

味わわせるとともに、ＴＴでの話し

合いを授業終了時ごとに行い、個別

指導に活かしていく。 
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技 

 

術 

・ 

家 

 

庭 

＜技術分野＞ 

○基礎的・基本的な知識及び技

能の定着を図る。  

○プログラミングの実習では、

協働学習の機会を設けて、主

体的対話的な学習を進める。 

 

 

 

 

＜家庭分野＞  

○実習や体験学習を通じて、基

本的な知識や技術の確実な

定着を図る。 

○保育実習を通して、習得した

知識を活用し、幼児とのより

よい関わり方を考え工夫す

ることで、思考力・判断力・

表現力を養う。  

＜技術分野＞ 

○「情報に関する技術」につい

て、基礎知識がなかなか定着

しない生徒がいる。 

○プログラムの制作に、意欲的

に取り組む生徒が多い。 

 

 

 

 

＜家庭分野＞  

○「幼児の生活」の分野では関

心をもち授業に取り組む生

徒が多い。 

○身近に幼児と触れ合う機会

がないため、習得した知識を

保育実習で活用できない生

徒が少なくない。 

 

＜技術分野＞ 

○「情報に関する技術」につ

いて、わかりやすい説明を

する。 

○グループで課題に取り組

み、支援し合うことを通し

て、自ら問題解決できる能

力を身に着けさせる。 

 

 

＜家庭分野＞ 

○幼児への理解を深める課題

を取り入れ、知識の定着を

図る。  

○幼稚園を訪問し、幼児と触

れ合う体験授業を行う。習

得した知識を活かし、保育

実習の場でそれぞれが課題

を持って取り組めるように

指導する。 

 

＜技術分野＞ 

○実習に関する基礎知識を定着

させるために、動画、ワーク 

シート等を活用していく。 

○２人組、３人組、７人組等で取

り組む課題のプログラムを制

作、実行させていく。 

 

 

 

＜家庭分野＞ 

○アクティブボードの動画など

を活用し、幼児の心身の特徴

や生活の様子を理解させる。 

調べ学習や幼児のおもちゃの

製作を通して、幼児への関心

や理解を深めさせる。  

○幼稚園を訪問し、幼児と触れ

合い、試行錯誤させる中で、幼

児に合った接し方や遊びを工

夫させ、思考力・判断力などを

高める指導をする。 

 

 

 

 

 


