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国 

 

語 

○生徒が主体的に取り組むこ

とができる言語活動を行う。 

○課題や小テスト等を実施し、

目標をもって取り組ませ、基

礎学力の定着を図る。 

○席書会や百人一首大会など

を通して日本の伝統文化に

触れさせる。 

 

○授業アンケートの結果から、

9 割超の生徒が授業に意欲

的に取り組んでいるが「授業

スピードが速い。」と答えた

生徒が若干名見られること

がわかった。 

○区学力調査の結果から、どの

観点も区の平均と同程度か

上回っており、全体的に能力

が高いことがわかった。「関

心・意欲」と「話す･聞く」の

観点が区の平均より１ポイ

ント程度下回っているので

改善の余地がある。 

○どの生徒にも理解できる授

業のスピードを心がける。 

○「関心・意欲」を高め、「話

す･聞く」の観点の能力をさ

らに向上させる。 

○すべての生徒が理解できてい

る授業のスピードか、観察や

小テストなどで確認し、基礎

学力の定着を図る。苦手な分

野については繰り返し指導

し、生徒が安心して授業を受

けられるようにする。 

○ビブリオバトルやディベート

など生徒が主体的に取り組む

「話す・聞く」活動を推進し、

「関心・意欲」を高める。 

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。 

 

 

 

 

 

 

○思考力・判断力・表現力を向

上させるため、少人数による

グループワークや主体的な

調べ学習、発表を取り入れ

る。 

 

〇小テストに対して、生徒は意

欲的に取り組んでいる。指導

上の課題は「振り返り」の強

化・充実である。 

〇授業アンケートの結果から、

課題やプリントへの取り組

みは９５％以上の生徒が出

来ていると答えている。指導

上の課題は、これらを１０

０％にすることと、質の向上

である。 

 

 

〇授業アンケートの結果から、

授業に意欲的に取り組めて

いると実感している生徒が

約７５％と少ないのは、指導

上の大きな課題である。 

〇区の学力調査の結果から、資

料と知識を結びつけるよう

な問題が苦手である傾向が

あり、その改善が課題であ

る。 

 

 

 

 

〇解説や振り返りをさらに充

実させていき、得点ではな

く、間違えた内容に意識を

向けさせる必要がある。 

〇課題への取り組みに問題が

ある生徒に対して細かいア

プローチをする必要があ

る。また、提出物に加え、自

主的に学習したいと思う生

徒が手持ち無沙汰にならな

いような工夫も必要であ

る。 

 

〇生徒主体で取り組む活動

を、感染症予防対策に留意

しつつ増やし、「意欲的に取

り組んでいる」と実感でき

るようにする必要がある。 

〇アクティブボードやプリン

トを活用し、資料の読み取

りをより充実させること

で、思考力・判断力を向上

させる。 

〇授業内の解説だけでなく、解

説プリントの配布、定期考査

におけるテスト直し（自己分

析）等を充実させていく。 

〇提出必須の課題について、提

出できていない・内容が不十

分な生徒に対して、休み時間

等を使って個別に指導する。

また、提出課題ではない「単元

復習問題集」「補助知識プリン

ト」等を配布し、生徒が家庭等

で学習できるものを提供す

る。 

〇グループワークなど、生徒が

楽しみながら主体的で意欲的

に活動できる場面を増やして

いく。また、調べ学習や発表の

機会を増やす。 

〇資料に加え、地図や産物など、

内容で扱う題材の実物をでき

るだけ準備し、生徒がより具

体的なイメージをもった上で

学習できるように工夫・準備

する。 



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。 

※３展開のときは、生徒の学習

理解度に応じて、基礎２クラ

ス発展１クラス等振り分け

る。 

 （共通）毎時間、多くの生徒

に発問し、生徒の理解度を測

り、言語活動の充実を図る。

授業ノート以外に、試験後の

レポートを課し、途中式や考

え方をきちんと書かせ、根拠

を明確にして解く習慣をつ

ける。 

○単元に応じて、課題解決型学

習を取り入れる。 

＜区の学力調査結果から＞ 

〇基本的な四則計算の正答率

は高いが、文章が表している

計算式を選ぶのが苦手であ

る。（正答率 58%）反比例を表し

ている数量の関係を適切に

選ぶことができていない。（正

答率 48%）グラフから適切な情

報を読み取り、その根拠を説

明する力が弱い。（正答率 37%） 

＜授業及びアンケートから＞ 

〇計算は、演習量を増やし、比

較的すらすら解けるが、根拠

を述べて説明する力が弱い。 

 

〇課題にきちんと取り組み、授 

業中、意欲的に取り組む生徒の

割合が 80％以上である。継続

し、さらに伸ばしていきたい。 

 

 

〇グラフから必要な情報を読

みとる練習を行う。また、

グラフを利用して課題解決

型学習を行い、数学の有用

性を実感させる。 

学力調査結果から、苦手傾 

向にある単元のフォローア 

ップを図る。 

 

 

○計算、文章題に関わらず、

言語活動の充実を図る。 

 

 

〇課題解決型学習の教材を 

 適宜準備し、数学への興

味・関心をさらに高める。 

             

 

〇比例・反比例で、グラフから

読み取れる情報をまとめた

り、グラフを書いて課題を解

決する良さを実感させる。 

フォローアップ学習用ワーク 

シートを家庭学習に課し、弱 

点の克服、理解の定着を図 

る。また、授業でも正答率の 

低い問題を紹介し、振り返る 

時間をとる。 

○途中式や考え方を書かせるこ

とに加えて、発表する時間を

増やし、言語活動の充実を図

る。 

〇文字式、関数の単元で、課題 

解決型の題材を用意し、数学

を使って課題を解決する良さ

を実感させる。 

 

理 

 

科 

○生徒のさらなる興味・関心を

喚起する。 

○実験・観察を実施し、高度な

技能を身に付けるとともに、

レポート等を活用し科学的

な思考力・判断力・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。 

○OPPA（ワンページポートフ

ォリオ）を活用して、課題に

対する自らの学習をふり返

る時間を確保することで、自

らの学習を調整する力を育

てる。 

○単元ごとの小テストで基礎・

基本の学習の定着を図ると

ともに、入試問題を取り入れ

た小テストで学力の向上を

図る。 

○区の学力調査では、いずれの

分野でも高い達成率を示し

た。「自ら進んで挙手、発言、

準備や活動等に、授業中意欲

的に取り組んでいる」と回答

した生徒が 75.5％であった。 

○レポートを課題とする実験・

観察を設定し、思考力・判断

力・表現力を育成する場面を

設けている。概ね良好である

が、一部に不十分な生徒が見

受けられる。 

○話し合いや発表など言語活

動に対して、ほとんどの生徒

が主体的に取り組んでいる

が、話し合いを進行する生徒

が特定の生徒に偏りがちで

ある。 

○OPPA の活用を通して、自ら

の学習を振り返る習慣がつ

いた。また、ほとんどの生徒

が「学び取ろう」という意欲

をもって授業に取り組めて

いる。 

○毎回の授業冒頭に５問テス

トを実施し、基本的な知識の

定着を図っている。全体的に

基礎・基本の定着は概ね良好

であるが、一部に不十分な生

徒が見受けられる。 

○学習に取り組む姿勢の指導

を行いたい。科学的に思考

しながら課題を解決する充

実感を味わえる授業を実施

していく。 

○グラフや表の処理、科学的

な表現方法の定着の度合い

は、生徒ごとに違いがある。

生徒の定着度に応じた指導

の充実が必要である。 

○話し合いの進め方の指導を

充実させる。また、すべて

の生徒が、主体的に取り組

み知的好奇心を満たす課題

にするために、既習事項を

活用できる課題を設定す

る。 

○学んだことで新たに生じた

疑問点を自ら見いだす力を

育成する。 

○基本的な知識の定着が不十

分な部分の定着を促し、思

考力・判断力・表現力の土

台をつくる。 

○主体的に学習に取り組む態度

に関するルーブリックを示

し、学習に主体的に取り組む

姿勢を共通理解する。科学的

な思考力が育成できるよう

に、知的好奇心を満たす課題

を設定する。 

○レポートの評価に関するルー 

ブリックを活用して指導を行 

い、生徒自身の学びに対する 

自己調整能力の育成を図る。 

定着が不十分な生徒に対して 

は、理科支援員と連携しなが 

ら指導・支援を行う。 

○司会・記録・発表者など役割を 

分担した話し合いの進め方を 

指導し、役割をローテーショ 

ンさせることで、すべての生 

徒が話し合いに参加できる環 

境をつくる。また、単元ごとに 

既習事項を活用して課題解決 

に取り組める課題を設定す 

る。 

○OPPA を活用し、学んだことを 

まとめることに加えて、学ん 

だことで新たに生じた疑問を 

記入させることで、疑問点を 

自ら見いだす力の育成を図 

る。 

○定着が不十分な問題は複数回 

５問テストとして出題し、基 

本的な知識の定着を図る。 



英 

 

語 

○英語で発表、やりとりする

ことへ関心を高める。 

○語句や文を英語らしい音で 

発話する方法を身に付けさ 

せる。 

○音読や基礎的な学習活動を 

通して、語句や文が表す意 

味や構造を理解させる。 

○4 技能（聞く、話む、読く、

書く）の基礎力を伸ばせるよ

うに、様々な言語活動を経験

させる。 

○音読筆写、語句の復習を中 

心に、授業と家庭学習を関 

連させ、学習習慣を身に付 

けさせる。 

〇単文でのやりとりは容易に

取り組むことができる。もう

1 文付加して応答すること

が課題である。 

〇注意を促せば英語らしい音 

で発音するが、f, v, th,w 等 

の音は母語の影響が強い。 

〇語句や文構造について表面 

的な理解に留まる学習者が 

多く、訳語＝意味理解と誤解  

する傾向がある。 

〇語句や文構造を理解してい 

ても、4 技能の活動で活用 

することが容易ではない。 

〇80%以上が毎回の授業の宿 

題を、次時までに学習して 

いるが、音読など音声面の練 

習は不足している。 

〇英語でのやりとりにおいて

応答の後に、関連するもう

1 文を付加することができ

るようにする。 

〇発音する時に日本語にない 

音を意識させる。 

〇語句の本来の意味、読み取 

り、聞き取りにおける文の

前後関係に注意させる。 

〇新しく学習する文を口頭で 

で練習し、文構造に慣れさ 

せる。 

〇家庭学習において、教科書 

本文の音声を聞かせ、音読 

活動につなげさせる。 

〇Q&A シートを使って、やりと 

りの練習をしながら、もう 1文 

付加させる方法を学習する。 

〇単元ごとに重点的に練習する 

発音を決めて、音読やスピー 

キング活動の前に練習させる 

〇本文の解説において、語句や 

文の意味を類推させる活動を 

設定する。 

〇話す活動の前に、目標となる 

新しい文を口頭で十分に練習 

させる。 

〇音声 CD の活用した音読筆 

写、、家族に音読を聞いてもら 

うなど、学習方法を提示して、 

毎授業で学習状況を点検す 

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、鑑賞、創作の領域では 

関心意欲が高い。男子は変声 

前の生徒が多く、男声の低音 

で苦労している生徒について 

は、女子の音域で歌うよう指 

導している。女子は声質の薄 

い生徒が多く、息をたっぷり 

と使う練習を必要とする。ま 

た、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。期末考査や創作、鑑賞 

の「紹介文」にそれが表れ 

ている。 

○発声や音楽理論などの基本

的な技能の指導を行う。 

 

 

○それぞれの生徒が自分の思

いや意図をもって表現がで

きるように曲想について考

え、話し合う時間を増やす。 

○グループ学習、ペア学習を

通した主体的な学習ができ

るように指導を行う。 

○各学習の目標や視点を明確に

する。 

 

 

○教材や教具を充実させる。（楽

曲教材やＡＶ機器、アクティ 

ブボードなど） 

 

 

○合唱指導においては、振り返

りシートを使用する。 

 

美 

 

術 

○小学校の「図画工作」と中学

校の「美術」の学び方の違い

の意識を高める。 

○学年を単位として集団で学

ぶことを理解し授業規律を

周知する。 

○授業ごとの目標設定を明確

にする。 

○充実した授業展開になるよ

う一斉授業と個別指導のメ

リハリをつける。 

○一斉授業でのPC活用を積極

的におこない制作時間を確

保する。 

○個別指導では個々の生徒理

解を深め自分らしさが表現

できるよう支援する。 

○「表現」と「鑑賞」の基礎・

基本を身につける。 

○生徒が記入した「図画工作か

ら美術へ」のワークシートか

らおおむね学び方の違いが

理解できていた。 

○一部に私語が見られる。 

○生徒はおおむね目標を意識

して学習に取り組んでいる。 

○一斉指導中に思いついたま

ま質問をする生徒がいる。 

○ICT による資料提示には生

徒の関心が高い。 

○自信をもって制作する生徒

が少ない。 

○用具や道具、材料の扱い方、

鑑賞の仕方、鑑賞文の記入な

ど小学校ごとの学習の違い

がある。 

○図画工作と美術の違いにつ

いて発問を工夫しながら指

導する。 

○発表やグループワークで共

に学ぶことから得られる達

成感をもたせ授業規律の大

切さに気づかせる。 

○学習計画とともに主体的な

学習につながる目標を立て

させる。 

○理解しやすい一斉指導を心

がけ個別指導との切り替え

を伝え授業規律順守を徹底

する。 

○制作手順の説明に ICTを活

用する。 

○個々の制作のよさに気づく

よう声かけをする。 

○「表現」では制作意図、「鑑

賞」では鑑賞の視点を深め

るために基礎・基本を重視

する。 

○ワークシートの設問を工夫す

る。 

○鑑賞授業や制作時間に１０分

間のグループワークを習慣化

する。 

○学習の目的をより一層明確に

伝え具体的な目標に導く。 

○質問や制作アドバイスの有無

を確認し優先すべき生徒から

個別指導をおこない全員に声

かけする。 

○効果的な動画を多く取り入れ

る。 

○個別指導や一斉指導で個々の

作品の良さを評価し価値づけ

ていく。 

○模範例の提示や参考作品を提

示し基礎・基本を身につけさ

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、個々の課

題解決に向けて取り組ませ

る。 

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

守って活動している。また、

生徒授業アンケートで、「授

業中意欲的に取り組んでい

る」と答えた生徒が 94.6%だ

った。残りの 5.4%の個々へ

の指導・支援が必要である。 

〇基礎体力・基本技能、運動に

関する知識が身についてい

ない生徒が多い。また、口頭

での指示が理解しにくい生

徒がいる。 

〇生徒間で技能差があるため、

全体指導と併せて技能別で

の活動を取り入れていく。 

〇仲間に声をかけ、励ますこと

ができる生徒が多い。１学期

は、個々の課題解決を行う授

業が多かったので、２学期以

降グループ活動を増やして

いく。 

〇整列や挨拶の徹底、ランニ

ングや補強運動を継続的に

実施することで、集団行動

や体力の向上を図る。また、

準備や片付けなどの用具の

扱いやルールを指導し、安

全に配慮させる。 

〇視覚的にアプローチできる

ように教材を工夫し、運動

に関する知識や運動技能の

向上を図る。 

〇全体指導で、基本技能の定

着を図り、技能別活動を取

り入れて、個々に合った技

能の習得を目指す。 

〇仲間のよさをみつけ、伝え

合うことで、学習意欲の向

上を図る。また、仲間のよ

い点を真似ることで、技能

向上につなげる。 

〇毎時間、体育係の号令による

整列や挨拶、声をそろえての

ランニングや補強運動を継続

的に実施する。各単元の始め

に準備や片付けの仕方、その

運動で起こりうるけが等を事

前に指導する。 

〇模範を示したりアクティブボ

ード等を活用したりするな

ど、視覚的にアプローチして

技能のポイントを説明し理解

させる。 

〇各単元の始めから中盤にかけ

ては、全体指導の時間を多く

とり基本技能や知識を身に付

けさせ、中盤から終盤にかけ

ては、それを活かして課題解

決を行う時間を多くとる。 

〇学習カードやタブレットを有

効に活用させ、仲間のよさを

みつけられるようにする。 

保

健

体

育

女

子 

〇運動量を十分に確保し、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。 

〇グループ活動を通し、互いに

関わり合う中で信頼関係を

築き、共に成長していける場

面を作っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇生徒授業アンケートで「授業

中意欲的に取り組んでいる」

と答えた生徒が 91.7％いた。

「あまりあてはまらない」と

答えた 8.3％の生徒について

は、個々の指導・支援が必要

である。 

〇コロナ禍による運動不足も

あり、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。 

〇運動が得意、不得意に関わら

ず一生懸命に取り組む生徒

が多い。また、グループ活動

では、よく話し合いができて

いる反面、受け身の生徒も見

受けられる。 

 

○個々の指導・支援が必要な

生徒には、学習カード等を

活用したり、実技指導中に

積極的に声掛けするなどの

配慮をする。 

〇コロナ禍の現状を把握しな

がら、できる補強トレーニ

ングを工夫し、継続的に行

い体力の向上を図る。また、

ソーシャルディスタンスを

保ちながら運動量を確保し

するため、反復運動を交え

ながら基礎的・基本的な運

動能力の定着を図る。 

〇全体指導や学習カード等を

活用して助言や支援を行

い、意欲的に活動できるよ

うにする。 

 

〇学習ノートやカード、アクティ

ブボードを有効に活用し、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。 

〇毎時間、単元に応じて補強トレ

ーニングや柔軟運動などを継

続的に実施する。 

〇授業展開の中に積極的にグル

ープ活動を取り入れ、互いに関

わり合う場面を増やしていく。 

 

 



技 

 

術 

・ 

家 

 

庭 

＜技術分野＞ 

○木材加工に関する技術の基 

礎的・基本的な知識及び技能 

の定着を図る。 

○ポートフォリオ等を活用し、 

問題解決に必要な思考力・判 

断力・表現力等を習得させ 

る。 

○木材加工で使用する工具の 

取り扱い方を理解させ、安 

全で効率的な作業を行うよ 

うに指導をする。 

 

 

 

 

 

 

 

＜家庭分野＞  

〇授業の始めに復習や反復練

習を必ず行い、知識・技能の

確実な定着を図る。 

〇基礎的・基本的な知識及び技

能の定着を図り、生活の中で

応用できる能力や思考力、判

断力、表現力を養う。 

〇習得した知識や技能を家庭

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＞ 

○授業アンケートで「自ら進ん 

で‥授業に意欲的に‥」で 

は、あてはまる、おおむねあ 

てはまるの合計が 94.7％あ 

ったが、木材加工上の用語を 

習得できていない生徒がい 

る。 

○授業ごとに、作業記録表を記 

入させ、作業内容、わかっ 

たこと、理解したこと等の 

確認をさせているが、書き方 

が雑になっている生徒がい 

る。 

○さしがね等の木材加工で使 

用する工具に慣れていない 

生徒が多い。 

 

 

＜家庭分野＞  

○前授業の復習を行い本授業

の目標をもたせることで学

習に集中し、理解できた生徒

が多い 

○基礎的な知識や技能を習得

できている生徒は多いが、応

用力や発展した考えを求め

る課題に苦手意識をもつ生

徒が少なくない。 

○習得した知識や技能を家庭

生活で活用したり、体験して

学習する機会をもとうとす

る生徒が少ない。 

＜技術分野＞ 

○基礎的・基本的な知識、技 

能の定着させるために、確 

認テストを行う。 

○作業記録表の書き方につい 

ては、わかったこと、理解 

したことの他に、課題にど 

のように取り組んだか分か 

るように記入させる。 

○使用する工具の仕組みと効 

率的で安全な使い方の関係 

を理解させる。 

 

 

 

 

 

 

 

＜家庭分野＞ 

○学習に興味、関心をもたせ

る内容を工夫し、意欲を高

める指導を行う。 

○習得した知識や技能を確実

に定着させ、生活の中で思

考、応用、発展できる能力

を育てる。 

○日常生活の中で、自ら考え

判断し実践する課題を工夫

し、体験学習を繰り返し行

うことで基礎的な技能の向

上を図る。 

 

＜技術分野＞ 

○定期的に、授業の始めに用 

語、作業内容等に関する短時 

間の確認テストを行う。 

○作業記録表の他に、調べ学習 

のレポート、完成レポート等 

の課題に取り組ませる。 

○のこぎり、かんな、ベルトサン 

ダー等の工具、機器の使用方 

法の説明では実演に加えて、 

動画も利用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜家庭分野＞ 

○単元ごとに家庭ノートやワー

クシートで、授業のまとめを

行い知識、技能の定着を図る。 

○調べ学習や家庭での体験学習

に取り組み、その結果を発表

し合い、いろいろな考え方や

発想を知ることで相互の能力

の向上を図っていく。 

○家庭生活で活用できる課題を

取り入れ、裁縫や調理器具の

扱い方、洗濯実習などの体験

の場を増やし、基礎的知識、技

能の定着と向上を図ってい

く。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 科 
⑤ 基本方針・ 

指導の在り方 

⑥ 生徒の現状・ 

 指導上の課題分析 
⑦ 授業改善の視点 ⑧ 授業改善の具体策 

国 

 

語 

○生徒が主体的に取り組むこ

とができる言語活動を行う。 

○課題や小テスト等を実施し、 

 目標をもって取り組ませ、基

礎学力の向上を図る。 

○図書館を使った調べる学習

に取り組み、自らテーマを設

定し、考えを深めさせる。 

○授業アンケートの結果から、

９割強の生徒が授業に意欲

的に取り組んでいることが

わかった。 

○授業アンケートの結果から、

「挙手･発言」の質問では、

「あてはまる」を５割強、「お

おむねあてはまる」を４割の

生徒が選択している。 

○指示などに対しては素直に

取り組むが、やや受動的で

ある。指示などがなく自ら

課題を設定する場合でも、

より能動的に取り組めるよ

うにする。 

○自らテーマを設定し、計画的

に取り組む活動（調べる学習

レポート、ビブリオバトル、ス

ピーチ等）の機会を増やし、さ

らに推進する。 

○生徒が自信をもって取り組め

るように、小テストや意見発

表などを継続的に行い、基礎

学力の向上を図る。 

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。 

○思考力・判断力・表現力を向

上させるために、少人数グル

ープによる資料の読み取り

や調べ学習、発表などを実施

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、チ

ャイム前着席など授業規律

はおおむね良好である。発言

などの積極性はアンケート

でも「あてはまらない」「あま

りあてはまらない」が 20％

近くいることは課題でもあ

るが、発言をしないが意欲的

にメモを取っている生徒も

多い。また、授業準備の項目

で「あてはまる」が 74％にと

どまっていることは課題で、

声かけをする。 

〇ソーシャルディスタンスな

どを確保したうえでの少人

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。 

〇授業準備への意識レベルを

向上させる。 

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。 

〇忘れ物がないよう、教科連絡

を係に徹底させる。生徒個人

の意識レベルを向上させるよ

う、授業中に指導する。また、

小テストや提出物を増やし、

準備に関する意識を向上させ

る機会を増やす。 

数 

 

学 

○習熟度に応じた授業を実践

する。 

（基礎）基礎・基本となる数学

的な技能や、図形の性質の理

解等の定着を図る。各単元末

で応用問題や課題解決型学

習に取り組むとともに、言語

活動の充実を図る。 

（発展）応用問題など課題解決

型学習に積極的に取り組み、 

 解き方や考え方を説明する

言語活動の充実を図る。 

（共通）毎時間の授業のねらい

を明確にし、習熟度に応じた

発問を工夫する。また、課題

に対して主体的に取り組む

姿勢を養い、問題解決ができ

る数学の楽しさを経験させ

る。 

○生徒の授業アンケートで、 

○「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 

○100%であったのに対して、 

○「自ら挙手、発言や活動等に 

○意欲的に取り組んでいる」と 

○回答した生徒が 80%に止ま 

○っている。また、「授業のスピ 

○ードが学力に合っている」と 

○回答した生徒が 94.8%で、若 

○干名授業スピードが速いと 

○感じている生徒がいる。 

○授業中は課題に黙々と取り 

○組む生徒が多いが、自信の無 

○さから発言に消極的になっ 

○てしまう生徒が見られる。 

○基礎コースの生徒も計算技 

○能は概ね定着してきた。 

○定期考査の間に単元テスト 

○を実施し、単元ごとに生徒 

○の理解度を分析し、習熟度 

○に応じて苦手な問題等に重 

○点的に取り組ませ、学習方 

○法の改善を図る。 

○応用問題や証明問題を順序 

○立てて問題解決するための 

○数学的思考力を育てるとと 

○もに、説明に必要な数学的 

○な用語もしっかり身に付け 

○させる。 

○少人数のグループ活動や全 

○体での発表の場を設けるこ 

○とで、言語活動の充実を図 

○り、主体的に授業に取り組 

○む姿勢を養う。 

 

○定期考査や単元テストに向け 

○て課題を準備し、取り組ませ 

○る。また、テスト後に間違え 

○た問題や解からなかった問題 

○の解き直しをさせ、基礎・基 

○本の定着を図る。 

○授業の中で、既習の数学的な 

○用語や定義等を頻繁に用いて 

○説明することを意識させる。 

○また、文章読解力や説明する 

○力を育てるため、応用問題や 

○証明問題に取り組む時間をし 

○っかり確保する。○ 

○関数や図形分野では、少人数 

○のグループ活動を取り入れ、 

○対話的な学習に取り組ませる 

○ことで、積極的に発言しよう 

○とする意識をもたせる。○ 

 



理 

 

科 

○生徒のさらなる興味・関心を

喚起する。 

○実験・観察のより高度な技能

を身に付け、科学的な思考

力・判断力・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。 

○OPPA（ワンページポートフ

ォリオ）を活用して、課題に

対する自らの学習をふり返

る時間を確保することで、自

らの学習を調整する力を育

てる。 

○単元ごとの小テストで基礎・

基本の学習の定着を図ると

ともに、入試問題を取り入れ

た小テストで学力の向上を

図る。 

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

95.5％であった。 

○単元ごとに小テストを実施

し、還元している。全体的に

基礎・基本の定着は概ね良好

であるが、一部に不十分な生

徒が見受けられる。 

〇OPPA の活用を通して、自ら

の学習のふり返りができる

ようになった。また、毎時間

の授業に真剣に取り組める

生徒が増えた。 

〇入試演習に意欲的に取り組

める生徒が多い中で、苦手意

識から消極的になる生徒が

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○基礎・基本の定着ができて

いない生徒に対する個別の

支援が必要である。 

〇根拠に基づいた議論を継続

し、より高度な科学的な見

方・考え方で課題解決に向

かう力を養いたい。 

〇課題に対する取組や、実験

のレポート等を通して、自

主的に調べる姿勢や、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

るとともに、実践的な応用

力を身に付けさせる。 

○単元の小テスト実施を継続す

る中で、間違えた問題等につ

いて課題に取り組ませる。 

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、

生徒の科学的な見方・考え方

を活用しやすい授業を展開す

る。 

〇定期考査に入試を模倣した問

題を取り込み、知識理解およ

び応用力の定着度を確かめ

る。 

英 

 

語 

○英語らしい音で、まとまった 

内容の発話、やりとりがで

きるようにする。 

○音読や基礎的な学習活動を 

通して、語句や表す意味、文 

構造を理解させる。 

○コミュニケーション活動を 

通して、４技能（聞く、話す、

読む、書く）の基礎力を身に付

けさせる。 

○教科書本文の音読筆写、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。 

〇１～２文程度のやりとりは

できる。３文以上、２turns

以上でやりとりする力を付

けることが課題である。 

〇音読により、意味、文構造の

理解につながっている。自力

で音読できるようになるこ

とが課題である。語順を中心

に文構造を正しい理解が難

しい学習者が見られる。 

〇２０～３０語の英語を聞き、

理解することができる。教科

書以外の文章を読む力を付

けることが課題である。 

〇教科書本文の音読筆写とワ 

ークブックの課題を、次時ま 

でに取り組む習慣が身に付

いている。 

〇身近な話題を使い、英語で

発表、２文以上でやりとり

する練習をする。また、必

要な語彙を学習させる。 

〇全体での練習から個別に音

読する機会を多く設定す

る。スピーキング活動への

橋渡しをする。また、単元

末にワークシートを使って

文構造の基本をくり返し学

習させる。 

〇教科書本文以外の３０語以

上の英文を読み取る力を付

けさせる。 

〇意味理解、音読を済ませた 

後、家庭学習で本文と語句 

を書く練習をして、次時の 

言語活動につなげる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇Q&A シートを使い、質問、応 

答のレパートリーを拡充し、 

自力で発問できる力を身に付 

けさせる。英語を使うことで 

語彙を拡充する。 

〇全体練習の後、個別の練習を 

くり返し、教科書本文の暗唱、 

関連するイラスト、写真を見 

て描写する活動を行う。 

〇教科書以外のリーディング教

材で、３０語以上の英文を読

み取り、さらに語彙を拡充す

ることを目標とする。 

〇授業で教科書本文の音読をく 

り返し行い、教科書本文、語句 

の音読筆写を引き続きに実施 

する。 



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。 

○歌唱分野では意欲的に歌う

生徒が多い。男女ともに正し

い姿勢で丹田を意識した歌

い方ができるよう、毎回声掛

けが必要である。また、鑑賞

分野においては、意欲的に取

り組む生徒が多いが、中には

鑑賞分野に苦手意識があり、

取り組みにむらがある。「紹

介文」においては、曲を理解

しながら言葉で表現するこ

とができた。 

 

 

 

○発声や音楽理論などの基本

的な技能の指導を行う。 

 

 

 

○それぞれの生徒が自分の思

いや意図をもって表現がで

きるように曲想について考

え、話し合う時間を 

増やす。 

 

○グループ学習、ペア学習を

通した主体的な学習ができ

るように指導を行う。 

○各学習の目標や視点を明確に

する。 

 

 

 

○教材や教具を充実させる。（楽

曲教材やＡＶ機器、アクティ 

ブボードなど） 

 

 

 

○合唱指導においては、振り返

りシートを使用する。 

 

美 

 

術 

○授業ごとの目標設定を明確

にする。 

○充実した授業展開になるよ

う一斉授業と個別指導のメ

リハリをつける。 

○一斉授業でPCの活用を積極

的におこない生徒の制作時

間を確保する。 

○表現・鑑賞活動を通じて主体

的、対話的な学習の場を設定

する。 

○題材によって横断的な学習

に取り組むようにする。 

○生徒は学習の目標をおおむ

ね理解して取り組んでいる。 

○一斉指導中に思いついたま

ま質問をする生徒がいる。 

○ICT による資料提示には生

徒の関心が高い。 

○表現に自信をもてない生徒

や鑑賞では語彙力不足で伝

えきれない生徒がいる。 

○他の教科で学習した内容を

美術の授業でいかせない生

徒がいる。 

○学習目標から生徒に自分の

目標をたてさせ主体的な学

習にする。 

○理解をしやすい一斉指導を

心がけ個別指導との切り替

えを伝え授業規律順守を徹

底する。 

○制作手順の説明に ICTを活

用する。 

○発表やグループ学習を通じ

て主体的・対話的に学ぶ機

会を多く設ける。 

○関連する教科の単元を思い

出させ他教科と美術科との

相互の理解を深める。 

○学習目標に「制作の進行状況」

「技能」「技能」の下位目標を

設け生徒自身の目標を設定さ

せる。 

○質問や制作アドバイスの有無

を確認して個別指導をおこな

い全員に声かけする。 

○効果的な動画を取り入れる。 

○表現の多様性を尊重するとと

もに鑑賞のための語彙力を補

う文例やキーワードの提示な

どをおこなう。 

○資料収集、提示用教材を準備

し関連する単元やその内容に

ついて周知する。 

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。 

○生徒が自ら課題をみつけ、解

決するための方法を考え取

り組む力の向上を図る。 

○グループ活動を取り入れ、既

習事項を活用し、作戦やアド

バイスなど互いに話し合え

るよう指導していく。 

 

〇多くの生徒が授業の規律を

守って活動している。また、

生徒授業アンケートで、「授

業中意欲的に取り組んでい

る」と答えた生徒が 96.9%だ

った。あてはまらないと答え

た 3.1%の指導・支援が必要

である。 

〇個々の基礎体力・運動技能の

差が大きい。全体指導と併せ

て技能別での活動を取り入

れていく。 

〇自己の課題をみつけても、解

決するための方法がわから

ない生徒が多い。 

〇運動に関する知識が低く、具

体的な指示が出せる生徒が

少ない。１学期は、個々の課

題解決を行う授業が多かっ

たので、２学期以降グループ

活動を増やしていく。 

〇整列や挨拶の徹底、ランニ

ングや補強運動を継続的に

実施することで、集団行動

や体力の向上を図る。また、

準備や片付けなどの用具の

扱いやルールを指導し、安

全に配慮させる。 

〇全体指導で、基本技能の定

着を図り、技能別活動を取

り入れて、個々に合った技

能の習得を目指す。 

〇自己の課題に対して、既習

事項を活用し、解決に向け

て取り組めるようにする。 

〇グループ活動を取り入れ、

学び合いの中で、理解を深

めさせ、技能の向上を図る。 

〇毎時間、体育係の号令による

整列や挨拶、声をそろえての

ランニングや補強運動を継続

的に実施する。各単元の始め

に準備や片付けの仕方、その

運動で起こりうるけが等を事

前に指導する。 

〇各単元の始めから中盤にかけ

ては、全体指導の時間を多く

とり基本技能や知識を身に付

けさせ、中盤から終盤にかけ

ては、それを活かして課題解

決を行う時間を多くとる。 

〇模範を示したりアクティブボ

ード等を活用したりするな

ど、技能のポイントを説明し

理解させる。また、各技能のつ

まずきや改善するための練習

方法など提示する。 

〇学習カードやタブレットを活

用させ、グループ内で具体的

な課題や改善方法が出るよう

各グループを巡視し、助言・指

導していく。 



保

健

体

育

女

子 

〇運動量を十分に確保し、基礎

的・基本的な運動能力の向上

を図る。 

〇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、反復

した指導を行い体力の向上

を図る。 

〇グループ活動を取り入れ、主

体的に取り組めるように指

導していく。 

〇生徒授業アンケートで「授業

中意欲的に取り組んでいる」

と答えた生徒が 88.5％いた。

「あまりあてはまらない」と

答えた 11.5％の生徒につい

ては、個々の指導・支援が必

要である。 

〇コロナ禍による運動不足も

あり、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。 

〇元気よく活動する生徒が多

いが、やや自己中心的な行動

場面も多く見られる。また、

グループ活動では、声を掛け

合う場面も見られるが、一部

の生徒に限られている。 

 

○個々の指導・支援が必要な

生徒には学習カード等の活

用をしたり、実技指導中に

積極的に声掛けをするなど

の配慮をする。 

〇コロナ禍の現状を把握しな

がら、できる補強トレーニ

ングを工夫し、体力の向上

を図る。また、運動量を確

保し、基礎的・基本的な運

動能力の定着を図る。 

〇グループ活動を多く取り入

れて、主体的に取り組む力

を身につけさせる。 

 

 

〇学習ノートやカード、タブレッ

ト等を有効に活用し、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。 

〇毎時間、単元に応じて補強トレ

ーニングや柔軟運動などを継

続的に実施する。 

〇積極的にグループ活動を取り

入れ、仲間と協力しながら達成

する喜びを味わわせられるよ

う声掛けをしていく。 

 

技 

 

術 

・ 

家 

 

庭 

＜技術分野＞ 

○エネルギー変換・生物育成に 

関する技術の基礎的・基本的 

な知識及び技能の定着を図 

る。  

○ポートフォリオ等を活用し、 

問題解決に必要な思考力・判 

断力・表現力等を習得させ 

る。 

○電気工具等の取り扱い方を 

理解させ、安全で効率的な作 

業を行うように指導をする。 

 

 

 

 

 

 

 

＜家庭分野＞  

〇習得した知識や技能を生活

の中で実践、活用できる課題

を設定し、確実な定着を図

る。 

〇日常の家庭生活と結び付け、

知識や技能を修得させると

ともに思考力、判断力、表現

力を養う。 

〇夏休み、冬休みに調理実習の

課題を設定し、調理に関する

技能の定着を図る。 

＜技術分野＞ 

○LEDライトの製作では、電子 

部品の取り付け（はんだ付 

け）に興味をもって取り組む 

生徒が多いが、部品の向きを 

間違えたり、はんだ付けを失 

敗する生徒がいた。 

Active Basicを使用したプ 

ログラミングでは、粘り強く 

取り組み、良い作品を作成

している生徒が多い。 

○授業ごとに、作業記録表を記 

入させ、作業内容、わかっ 

たこと、理解したこと等の 

確認をさせているが、書き方 

が雑になっている生徒がい 

る。 

○はんだごてやその他の工具 

を使用した事故はなかった。 

＜家庭分野＞  

○成長期と健康な体づくりに

は食生活がいかに大切であ

るかを理解し、関心、意欲を

もって授業をうけている生

徒が多い。 

○習得した知識を家庭での食

生活に活かし、栄養を意識す

る生徒が増えたが、技能を活

かそうととする生徒は少な

い。 

○調理に興味をもっている生

徒は多いが、作業経験の違い

による技能差があり、到達度

に差が出てしまう。 

＜技術分野＞ 

○電子部品等の性質や作業内 

容を正しく理解させて、作 

業に見通しをもって取り組 

ませる。 

○作業記録表の書き方につい 

ては、わかったこと、理解 

したことの他に、課題にど 

のように取り組んだか分か 

るように記入させる。 

○機器、工具の点検、調整、手 

入れについて十分に説明を 

行う。 

 

 

 

 

 

 

＜家庭分野＞ 

○基礎的な知識、技能を確実

に定着させるために、ICTを

活用し、例題を数多く用い

て考察させる工夫をする。 

○習得した知識や技能の定着

を図り、生活の中で活かせ

る身近な課題に取り組ま

せ、考察し、応用、発展でき

る能力を育てる。 

○家庭生活の中で体験的な学

習の課題に取り組ませ、習

得した知識、技能を活かす

作業経験をすることで技能

を向上させる。 

＜技術分野＞ 

○適切に作業できるように、各 

部品の特徴、作品製作での注 

意点をわかりやすく説明でき 

るようにワークシートを見直 

す。 

○作業記録表の他に、調べ学習 

のレポート、完成レポート等 

の課題に取り組ませる。 

○はんだごて、その他の機器、工 

具の使用前の点検、使用後の 

手入れ等の安全指導を継続し 

て行う。 

 

 

 

 

 

 

＜家庭分野＞ 

○ICTを活用し、献立を立てる練

習や動画による調理手順や作

業内容を説明し、基礎的知識、

技能の定着を図る。 

○身近な生活の中の課題に取り

組み、その結果を家庭ノート

やワークシートにまとめ発表

し合うことで、互いの関心、興

味を広げ、表現力を高める指

導を行う。 

○食品や調理器具の扱いに慣れ

るために、長期休業中に食品

の選択、献立の立て方、実習、

考察レポートなどを取り入れ

ていく。 



 

 

 

 

 

 

 

 

教 科 
⑨ 基本方針・ 

指導の在り方 

⑩ 生徒の現状・ 

 指導上の課題分析 
⑪ 授業改善の視点 ⑫ 授業改善の具体策 

国 

 

語 

○生徒が主体的に取り組むこ

とができる言語活動を行う。 

○課題や小テスト等を実施し、 

 目標をもって取り組ませ、基

礎学力の向上を図る。 

○進路を見据えて、生きる力に

直結する「話す力」「書く力」

「読み取る力」を育む指導を

重点的に行う。 

 

○授業アンケートの結果から、９

５％以上の生徒が授業準備や課

題に意欲的に取り組めているこ

とが分かる。しかし、授業中の発

言などの積極性に関しては、１

０％程度「あまりあてはまらな

い」を選んだ生徒がいた。 

○どの単元においても文章を読む

姿勢は前向きであるが、内容を理

解する上で必要な語彙力がまだ

足りていない生徒が多い。 

○発言する機会をさらに増や

し、誰でも発言しやすい授

業の雰囲気を作る。 

○知らない言葉に出会った時

に調べる習慣をつけさせ

る。 

 

○ペアワークやグループワーク

が可能であれば、毎回の授業

で行う。難しい状況である場

合は、全体の場で発言する機

会を増やす。 

○新出語句や調べた言葉を復習

する機会を作る。また、テスト

などを定期的に行うことで、

定着を図る。 

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。 

○思考力・判断力・表現力を向

上させるため、少人数による

グループワークや体験的学

習を取り入れる。 

○社会的事象への関心と自ら

の意見をもたせる工夫を行

う。 

〇授業評価アンケートより、授

業準備や板書の書き写しな

どの項目がいずれも「あては

まる」が 80％、「おおむねあ

てはまる」を入れて 90％を

超えている。発言などの積極

性はアンケートでも「あては

まらない」「あまりあてはま

らない」が 20％近くいる。し

かし、発言はしないが、ほと

んどの生徒がメモを取り、復

習や提出物、小テストに臨む

ところから、授業形態と質問

項目にずれがあると考えら

れる。 

〇ソーシャルディスタンスな

どを確保したうえでの少人

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」の機会を増や

す。また、感染症に対応し

た新たな方策も模索する。 

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 

○習熟度に応じた授業を実践する。 

（基礎）教科書の学習事項を整理

し、基礎基本の定着を図る。 

（発展）積極的に入試問題や応用

問題をチャレンジし、物事を数学

的に考察する力を養う。 

（共通）毎時間、多く発問し、数

学的活動を通して、数学への興味

関心を高める。 

授業時のノート等、普段から途中

式や考え方を書かせ、理由・根拠

を明確にして書く訓練をさせる。 

○単元に応じて、課題解決型学習を

取り入れる。数学を用いて課題解

決することの楽しさを実感させ

る。 

○授業評価アンケートでは、「授業の

進度が自分に合う」と回答した生徒

が 96％、「事前の準備や工夫がされ

分かりやすい授業を行っている」と

回答した生徒が 98％おり、習熟度に

応じた授業を実践できている。普段

の授業では、生徒自身が考え方をノ

ートに記録し、発言時にも理由を明

確にしている。 

◯教員からの発問だけでなく、生徒自

身もよく考え、課題を発見し解決し

ようという姿勢がよく見られる。基

礎基本に課題のある生徒は、課題に

向き合うのを諦めてしまうのが課

題である。 

○答えを導くまでの過程を評

価していく中で、途中式・

考え方を明確に書くことの

モチベーションを上げる授

業を展開する。また、数学

的活動を多く取り入れるこ

とを継続し、数学に対する

興味関心を高める授業を展

開する。 

◯課題解決のために必要な基

礎基本の事項の定着を継続

して図る。思考力・判断

力・表現力の向上を図る中

で、積極的に課題解決型学

習の題材を多く取り入れ

る。 

○机間指導する中で、ノートに

途中式を書いている様子を積

極的に評価する。また、各試

験後の間違い直しレポートを

通して、途中式や問題を解く

上で必要な考え方をまとめさ

せる機会をつくる。 

◯各授業で前回までの復習や、

前回までの内容を使う演習を

積極的に行い、基礎基本の定

着を図る。また、各単元の応

用の内容では、生徒主体で課

題解決させる授業を展開す

る。 



理 

 

科 

○生徒のさらなる興味・関心を

喚起する。 

○実験・観察のより高度な技能

を身に付け、科学的な思考

力・判断力・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。 

○OPPA（ワンページポートフ

ォリオ）を活用して、課題に

対する自らの学習をふり返

る時間を確保することで、自

らの学習を調整する力を育

てる。 

○単元ごとの小テストで基礎・

基本の学習の定着を図ると

ともに、入試問題を取り入れ

た問題演習の充実で学力の

向上を図る。 

○「自ら進んで挙手、発言、準

備や活動等に、授業中意欲的

に取り組んでいる」と回答し

た生徒が 84.4％であった。 

○レポートを課題とする実験・

観察を設定し、思考力・判断

力・表現力を育成する場面を

設けている。概ね良好である

が、一部に不十分な生徒が見

受けられる。 

○話し合いや発表など言語活

動に対して、ほとんどの生徒

が主体的に取り組んでいる

が、話し合いを進行する生徒

が特定の生徒に偏りがちで

ある。 

○OPPA の活用を通して、自ら

の学習を振り返る習慣がつ

いた。また、ほとんどの生徒

が「学び取ろう」という意欲

をもって授業に取り組めて

いる。 

○毎回の授業冒頭に５問テス

トを実施し、基本的な知識の

定着を図っている。全体的に

基礎・基本の定着は概ね良好

であるが、一部に不十分な生

徒が見受けられる。入試問題

などの応用問題に苦手意識

を持つ生徒がいる。 

○学習に取り組む姿勢の指導

を行いたい。科学的に思考

しながら課題を解決する充

実感を味わえる授業を実施

していく。 

○グラフや表の処理、科学的

な表現方法の定着の度合い

は、生徒ごとに違いがある。

生徒の定着度に応じた指導

の充実が必要である。 

○話し合いの進め方の指導を

充実させる。また、すべて

の生徒が、主体的に取り組

み知的好奇心を満たす課題

にするために、既習事項を

活用できる課題を設定す

る。 

○学んだことを着実に定着さ

せたい。また、既習事項と

の関連に気付かせ、知識の

応用力を獲得させる。 

○基本的な知識の定着が不十

分な部分の定着を促すこと

と並行して、入試問題など

の応用問題への苦手意識を

取り除く。 

○主体的に学習に取り組む態度に関

するルーブリックを示し、学習に主

体的に取り組む姿勢を共通理解す

る。科学的な思考力が育成できるよ

うに、知的好奇心を満たす課題を設

定する。 

○レポートの評価に関するルーブリ

ックを活用して指導を行い、生徒自

身の学びに対する自己調整能力の

育成を図る。定着が不十分な生徒に

対しては、小集団での情報共有の時

間を設けることで気づきを促す。必

要に応じて、個別に指導・支援を行

う。 

○司会・記録・発表者など役割を分担

した話し合いの進め方を指導し、役

割をローテーションさせることで、

すべての生徒が話し合いに参加で

きる環境をつくる。また、単元ごと

に既習事項を活用して課題解決に

取り組める課題を設定する。 

○OPPA を活用し、学んだことをまと

めることに加えて、既習事項との関

連を問うて応用力の育成を図る。 

○定着が不十分な問題は複数回５問

テストとして出題し、基本的な知識

の定着を図る。また、学んだ知識を

活用して応用問題が解ける体験を

重ねて、入試問題等応用問題への苦

手意識を取り除く。 

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

礎力を、発展コースは、応

用力を身に付けさせる。 

○教科書を中心とした音読指

導を徹底し、正しい発音や

イントネーション等を身に

付けさせる。 

○解説プリント、小テストを

中心に文法力を身に付けさ

せる。 

○ＡＬＴと協力してパフォー

マンステストを充実させ、

コミュニケーション力を身

に付けさせる。 

〇両コースとも授業に意欲的

に取り組み、発言が活発

で、考えて答える力も身に

付いてきたが、長文を読み

解く力が不足している。 

〇教科書の音読は一通りでき

るが、文の強勢や単語のア

クセントがフラットになり

がちな点が課題である。 

〇文法力については、小問題

プリントには意欲的に取り

組んでいるが、既習文法が

曖昧になっている生徒に対

する基礎力の再構築が課題

である。 

〇ALT との授業では、活発にコ

ミュニケーションを取りな

がら授業に臨んでいるが、受

け答えで、フルセンテンスで

答えることがあまりできて

いなかった点、改善を要す

る。 

 

〇長文(６００語前後)を読み

解く力を身につけさせる。 

〇文の強勢指導、単語のアク

セント指導の徹底を図り、

円滑なコミュニケーション

活動が できるようにさせ

る。 

〇特に１・２年で習った既習

文法の復習指導を徹底し基

礎力を身につけさせる。 

〇ALTとのコミュニケーショ

ン活動においてフルセンテ

ンスで言葉のやり取りがで

きるようにさせる。 

 

〇基礎コースは１００語程の長

文から、発展コースは３００

語程度の長文から５０語程度

を目安に徐々に語数を増やし

ながら長文問題に取り組ませ

る。 

〇相手に伝えたいところに強勢

を置くこと、本文説明の際に、

文の前後関係から強勢の位 

置を考えさせる指導を徹底す

る。 

〇本文説明の際に新出文法同

様、既習文法に関する問いを

多く発問し、答えさせる。 

〇コミュニケーション活動に於

いて、質問に単語で答えた場

合、ALT と共通理解を図り、必

ずフルセンテンスで答えさせ

るようにさせる。 



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。 

〇歌唱分野では意欲的に歌う 

生徒が多い。男女ともに姿勢 

を改善し、響きのある声づく 

りを行っていく。また、鑑賞 

の分野では、曲の歴史や曲想 

に注目し、興味をもって聴く 

ことができた。また、鑑賞分 

野においては、意欲的に取り 

組む生徒が多い。「紹介文」に 

おいても、曲を理解しながら 

言葉で表現することができ 

た。 

 

 

 

 

 

○発声や音楽理論などの基本

的な技能の指導を行う。 

 

 

 

 

 

○それぞれの生徒が自分の思

いや意図をもって表現がで

きるように曲想について考

え、話し合う時間を 

増やす。 

○グループ学習、ペア学習を

通した主体的な学習ができ

るように指導を行う。 

 

○各学習の目標や視点を明確に

する。 

 

 

 

 

 

○教材や教具を充実させる。（楽

曲教材やＡＶ機器、アクティ 

ブボードなど） 

 

 

○合唱指導においては、振り返

りシートを使用する。 

 

美 

 

術 

○充実した授業展開になるよ

う一斉授業と個別指導のメ

リハリをつける。 

○一斉授業ではPC活用を積極

的におこない生徒の制作時

間を確保する。 

○表現・鑑賞活動を通じて主体

的、対話的な学習の場を設定

する。 

○題材によって横断的な学習

に取り組むようにする。 

○生活や社会の中の美術や美

術分野と豊かに関わる資質

や能力を身につける。 

○制作や作業の進度に遅れの

ある生徒がいる。 

○ICT による資料提示には生

徒の関心が高い。 

○表現に自信をもてない生徒

や鑑賞では語彙力不足で伝

えきれない生徒がいる。 

○生徒は関連する教科の単元

を振り返り他教科と美術科

の相互の理解を深めている。 

○授業で学ぶ美術と日常生活

の中の美術との関連に気づ

いていない生徒がいる。 

○一斉指導と個別指導の切り

替えを伝え個に応じた指導

で全員の生徒に対応する。 

○制作手順の説明に ICTを活

用する。 

○発表やグループ学習を通じ

て主体的・対話的に学ぶ機

会を多く設ける。 

○関連する教科の単元やその

内容についてより興味を深

める工夫をする。 

○身近な生活の中の美術に気

づかせる。 

○制作の進捗状況を個別に記録

する。 

○効果的な動画を取り入れる。 

○制作途中の鑑賞会や短時間で

のグループワークを繰り返し

実施する。 

○他教科の関連する資料を ICT

を活用して提示する。 

○情報提供、資料を提示し興味

関心が広がるようなワークシ

ートを作成する。 

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、個々の技

能に合った課題解決ができ

るよう指導していく。 

○グループ活動でチームや自

他の課題解決に向けて主体

的に取り組み、技能向上でき

るよう指導していく。 

〇多くの生徒が授業の規律を

守って活動している。また、

生徒授業アンケートで、「授

業中意欲的に取り組んでい

る」と答えた生徒が 89.3%だ

った。残りの 10.7%の指導・

支援が必要である。 

〇昨年度１年間で個々の体力・

技能は向上した。引き続き、

運動量を十分に確保しなが

ら、個々の課題解決に向けた

授業を行う。 

〇自己の課題をみつけても、解

決するための方法がわから

ない生徒がいる。 

〇互いに助言し、学び合うこと

ができる生徒が多い。１学期

は、個々の課題解決を行う授

業が多かったので、２学期以

降グループ活動を増やして

いく。 

〇整列や挨拶の徹底、ランニ

ングや補強運動を継続的に

実施することで、集団行動

や体力の向上を図る。また、

準備や片付けなどの用具の

扱いやルールを指導し、安

全に配慮させる。 

〇全体指導で、技能の定着を

図り、技能別活動を取り入

れて、個々に合った技能の

習得を目指す。 

〇自己の課題に対して、既習

事項を活用し、解決に向け

て取り組めるようにする。 

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。 

〇毎時間、体育係の号令による

整列や挨拶、声をそろえての

ランニングや補強運動を継続

的に実施する。各単元の始め

に準備や片付けの仕方、その

運動で起こりうるけが等を事

前に指導する。 

〇個々の技能にあった場を与

え、それぞれの場を巡視しな

がら指導を行う。 

〇模範を示したりアクティブボ

ードを活用したりするなど、

技能のポイントを説明し理解

させる。また、各技能のつまず

きや改善するための練習方法

など提示する。 

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 

〇基礎的・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。 

〇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。 

〇グループ活動を取り入れ、互

いに助け合いながら課題解

決に向けて取り組めるよう

指導し、技能の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

〇生徒授業アンケートで「授業

中意欲的に取り組んでいる」

と答えた生徒が 90.5％いた。

「あまりあてはまらない」と

答えた 9.5％の生徒について

は、個々の指導・支援が必要

である。 

〇コロナ禍による運動不足も

あり、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。 

〇運動が得意、不得意に関わら

ず真面目に取り組む姿勢が

多く見られる。しかし、運動

が苦手な生徒の中には、積極

性に欠ける生徒もいる。ま

た、グループ活動では、声を

掛け合う場面も見られるが、

一部の生徒に限られている。 

 

〇個々の指導・支援が必要な

生徒には、学習カード等を

活用したり、実技指導中に

積極的に声掛けするなどの

配慮をする。 

〇コロナ禍の現状を把握しな

がら、できる補強トレーニ

ングを工夫し、体力の向上

を図る。また、ソーシャル

ディスタンスを保ちながら

運動量を確保し、基礎的・

基本的な運動能力の定着を

図るとともに、個々の運動

技能の向上も図っていく。 

〇グループ活動を通し、互い

に協力して助け合いなが

ら、運動技能の向上を目指

す。 

 

〇学習ノートやカード、タブレッ

ト等を活用し、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・指導し、個々に

合った運動技能の向上を図っ

ていく。 

〇毎時間、単元に応じて補強トレー

ニングや柔軟運動などを継続的

に実施する。また、個々の技能に

応じた運動ができるよう助言・指

導していく。 

〇積極的にグループ活動を取り

入れ、仲間と協力しながら達成

する喜びを味わわせられるよ

う声掛けし、運動技能の向上を

図る。 

技 

 

術 

・ 

家 

 

庭 

＜技術分野＞ 

○情報に関する技術（プログラ 

ミング等）の基礎的・基本的 

な知識及び技能の定着を図 

る。  

○グループ学習の時間を設定 

し、問題解決に必要な思考 

力・判断力・表現力等を習 

得させる。 

 

 

＜家庭分野＞  

〇実習や体験学習を通じて、基

本的な知識や技能の確実な

定着を図る。 

〇成長と家族と地域の学習で、

支えられてきた立場から支

える立場への自立と共生の

力を養う。 

〇保育実習を通して、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＞ 

○順次処理、反復処理のプログ 

ラミングに関心をもって取 

り組む生徒が多いが、プログ 

ラミングに時間がかかって 

しまったり、効率的なプログ 

ラムが作成できなかったり 

する生徒がいる。 

○順次、反復処理、メロディー 

制作の課題で発見した問題 

を協働で解決している。 

＜家庭分野＞  

○「幼児の生活」の分野では、

興味、関心をもち授業に取り

組む生徒が多いが、身近に幼

児と触れ合う機会をもてる

生徒は少ない。 

○衣、食、住の分野を学び、家

庭や地域の仕事に出来るこ

とが増え、支える立ち場にな

りたいと思う生徒は多いが、

その機会をもてる生徒は少

ない。 

○保育実習で幼児と積極的に

関わろうとする生徒が多い。

日常で幼児と触れ合う機会

が少ないため、実際の状況に

戸惑いを見せる生徒も少な

くない。 

＜技術分野＞ 

○課題の答えとなるプログラ 

ムについて、わかりやすい 

説明を行う。 

○個人で解決する課題で学ん 

だ順次、反復、分岐処理を 

使って、協働で解決する課 

題に取り組ませる 

 

 

 

＜家庭分野＞ 

○幼児への関心、理解を深め

られる教材や課題を工夫す

る。自分の幼い頃と重ね合

わせ幼児の成長を理解し、

知識の定着を図る。 

○成長と共に家庭や地域の仕

事に進んで参加し協力出来

ることを増やし、支えられ

る立場から支える立場にな

れる知識、技能の定着を図

る。 

○幼稚園を訪問し幼児との触

れ合い活動を設定する。習

得した知識を活かし試行錯

誤する中で、思考力、判断

力、表現力を高める指導を

行う。 

＜技術分野＞ 

○プログラムの作成する作業を 

実際に見せ、類題を用意し取 

り組ませる。 

○２～７人のグループで取り組 

む課題と双方向性のある課題 

に取り組ませ、作成したプロ 

グラムをグループで検討させ 

る。 

 

 

＜家庭分野＞ 

○ＩＣＴの動画などを活用し、

幼児の年齢ごとの心身の発達

や生活の様子を理解させ、知

識の定着を図る。 

○成長を振り返ることで、家庭

や地域の人々に支えられてき

たことを再認識させる。家庭

や地域の活動に参加し、考察

した結果を家庭ノートにまと

め発表し合う活動を取り入れ

ていく。 

○幼児のおもちゃの製作や保育

実習を通して、幼児への関心

や理解を深める。幼児と触れ

合い試行錯誤する中で、幼児

にあった遊び方や接し方を工

夫する能力を育成する。 

 

 

 


