
令和元年度 府中第三中学校 授業改善推進プラン全体計画 
 

授業改善にあたっては、全教科が統一して取り組む内容と教科毎に取り組む改善内容の両方から実施する。 

 

学校全体で取り組む授業改善 日々の１単位時間の授業を大切にする 

一人一人の生徒の学習意欲の向上を図るために、生徒の実態に応じた教材の工夫や個別の指導等の充実を図るととも

に、教科毎の指導以外に、下記の項目については、学習指導の基本的事項として、学校全体で取り組むことを通して、

学力向上を図る。 

 

１ 授業規律を身に付けさせる    

○始業・終業時のあいさつでは、自分の片付けは後にしてすぐに起立させる。 

○正しい姿勢で話を聞かせる。 

○場に応じた声量を指導する。（発言は教室の全員に聞こえる大きさの声で話させる。） 

○受け答え等の言葉遣いは丁寧な言葉で話すように指導する。単語で答えるのではなく、「～です」「～ます」と文で

答えさせる指導をする。  

２ 毎時間の学習のめあてを板書する。～ねらいは必ず板書する～ 

この時間は何を学習するのか、どのような力を身に付けるのかを、生徒に分かるように黒板に示し、常に学習の見通

しをもたせる。 

３ 主体的・対話的で深い学びの充実に取り組む 

単元の指導内容に応じて、ねらいを達成するために主体的・対話的な授業つくりに向けて指導方法の工夫・改善に努

め、思考力・判断力・表現力の育成を図る。 

 ○生徒の興味・関心を喚起する視覚的教材等を工夫する。 

○自分の考えを発表する機会を意図的に設定する。 

○グループ（２人、４人）での話し合い活動を取り入れる。話し合いをするときは、何について話し合うのかを明確に

して話し合わせる。 

○相手に分かるように話す指導を行う。ワークシートを作成するときには、なぜそのように考えたのかなどの自分の考

えを記入させる。短い内容を記入することから慣れさせる。 

○ノートには、考え方の道筋や理由等が書かれるように指導する。 

４ 授業のまとめを行う 

毎時間のまとめを確実に実施することで、何を学習したのか、自分は理解できたのかどうかを判断する。単元終了時

には、確認テストを実施し定着状況を教師と生徒がともに確認する。 

 

授業改善推進プラン作成から検証まで 

 授業改善推進プラン作成後も授業の状況を分析し、改善を図り、次年度へつなげていく。 

 ※三中生に身に付けさせたい力「主体的に学び、自ら考え、個を確立する」 

時期 実施項目 授業改善推進プラン作成のための資料 

７月 

 

○授業改善推進プランの作成に向けての基本的な考え

方の提示 

○作成に向けた計画の提示 

○１年学力調査、２年都学力調査、３年全国学力学習状

況調査 

○学校評価アンケートの内容提示 

○第１回授業評価・学校評価アンケート実施 

 （生徒・保護者・教員） 

○定期考査の分析を各学年・教科で実施 

○校内研修会「三中生に身に付けさせたい力」※ 

○日々の授業の状況 

○１年生市学力調査結果 

○２年生都学力調査結果 

○３年生全国学力学習状況調査結果 

○定期考査の得点状況、各観点の状況 

 

◎昨年度の授業改善推進プランの検証 

８月 

 

 

 

 

 

 

 

 

○全学年１学期の定期考査・各学力調査結果・学校評価

アンケート集計結果を基に教科で課題等を分析する。 

○教科部会の開催 

 ・生徒の実態 

 ・指導上の課題 

・  ・課題の改善に向けた指導の工夫 

 ・三中生に身に付けさせたい力 

 の４点について話し合い、授業改善推進プランを作成

する。 

○学力調査の分析結果 

○第１回学校評価アンケートの集計結果 

○定期考査の分析結果 

 

 

 

 

９月 ○授業改善推進プラン完成 ＨＰに公表  

12 月 ○第２回授業評価・学校評価アンケート実施 

○定期考査の分析を各学年・教科で実施 

○第２回学校評価アンケートの集計結果 

○定期考査の分析結果 

１月 ○学校評価集計、１回・２回の変化を検証 ○学校評価のまとめ 

２月 ○授業改善の取り組み状況についての検証 ○次年度への課題をまとめる 



令和元年度「 授 業 改 善 推 進 プ ラ ン 」                      府中市立府中第三中学校 

 

 教科名  国 語     

 

授業内容・指導技術に対する 
現状と課題分析 

具 体 的 な 授 業 改 善 策 
  （課題に対する改善策） 

「主体的に学び、自ら考え、個を
確立する」力をつける工夫 

 

「学校評価生徒アンケート（7月）」の結果、「

授業を通して考える場面があった」「表現する場

面があった」「先生の声の大きさ、授業を進める

スピードは良かった」「先生の説明はわかりやす

いと思う」「ねらいやまとめが理解できた」の5つ

の項目すべてで各学年とも「そう思う」と「やや

そう思う」と答えた生徒が80％を超えた。さらに

それら全15項目中8項目では90％を超えているため

授業においてはある程度の成果を上げられている

と思われる。 

 しかし、全学年において、家庭で予習復習を継

続的に行っている生徒は少なく、今後いかに主体

的に学習に取り組ませることができるかが課題で

ある。 

 

１年  
〔現状と課題〕 
・4月の学力調査において、府中市全
体よりも平均点は良かったものの、結
果に偏りが見られた。読み書きと作文
および説明的文章の読解は平均点を超
え、聞き取りや語句・文法、文学的文
章の読解は平均点以下であった。日常
の授業や定期テストにおいても、同じ
ような傾向が見られる。特にじっくり
話を聞くことには課題がある。また、
今までの読書体験が少ない生徒が多く
みられ、それが文学的文章の読解に影
響していると思われる。 
 
 
２年  
〔現状と課題〕 
・書くことにおいて、自分の考えを整
理して、適切な言葉で表現ができてい
る生徒が少ない。 
・予習復習に主体的に取り組めている
生徒が少ない。 
 
 
 
３年  
〔現状と課題〕 
・話すことにおいて、前を向いて堂々
と、なおかつ聞き手の反応を踏まえて
その場で言葉を考えながら話せる生徒
が少ない。 
・書くことにおいて、問われているこ
とに正対した意見や具体例を挙げられ
る生徒が少ない。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
１年  
・授業においては、話を聞く態度に
ついて繰り返し指導を続ける。 
・文学的文章については、その読解 
方法を特に丁寧に指導する。 
・漢字練習、意味調べなど、誰もが
取り組める課題を用意し、家庭学習
の習慣付けを図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
２年  
・話し言葉と書き言葉の特徴を理解
させる。音読や意味調べを通して、
知識の定着を図り、知識を活用して
考える課題に取り組ませるとともに
発表や作文等の表現する学習活動を
充実させる。 
・教科書を用いた宿題を用意し、家
庭学習の習慣を身に付けさせる。 
 
 
３年  
・指示をより簡潔かつ明確にする。 
・聞いた内容を踏まえて自分の考え
を再構築し、表現する話し合い活動
の指導を充実させる。 
・書き方に関する指導をさらに充実
させるとともに、相互評価などの交
流活動を積極的に設け、良い書き方
への理解を促進させる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１年  
・単元の最初に一人読みをさせて
自ら課題を見つける作業に取り組
ませる。また、各自が見つけた課
題の中で良いものを授業で取り上
げることなどを通して意欲をもっ
て主体的に学ぶ力の向上を図る。 
・話し合い活動を通して、自分が
考えたことを伝えるとともに、互
いの意見をしっかりと聞く力を身
に付けさせる。 
 
 
 
 
 
２年  
・生徒が興味や疑問を抱いた点を
課題として設定し、考えさせる。 
・話し方や書き方など表現する学
習では相互評価をさせ、良い点や
改善点に気付かせる。 
 
 
 
 
３年  
・話し方や書き方を説明する際に
例を示し、学習課題に対して見通
しをもたせる。 
・活動の最後に、物の見方や考え
方の変容とそのきっかけについて
振り返らせる機会を増やし、自己
調整能力の向上を図る。 
 
 
 

 



令和元年度「 授 業 改 善 推 進 プ ラ ン 」                      府中市立府中第三中学校 

 

 教科名   社 会       

 

授業内容・指導技術に対する 
現状と課題分析 

具 体 的 な 授 業 改 善 策 
（課題に対する改善策） 

「主体的に学び、自ら考え、個
を確立する」力をつける工夫 

＜１年＞  
〔現状〕 

①「学校評価生徒アンケート（7月）」の結果は「授業

を通して考える場面があった」と答えた生徒が９５

％、「先生の説明はわかりやすい」と答えた生徒が

９６％を超え、目標とした８０％を超えた。 

②単元の学習全体を通して考える学習課題を設定し 

生徒が主体的に学習内容の理解を深める工夫をした。 

  
〔課題〕 

①知的好奇心をもてず、授業に根気強く集中して取り

組む姿勢が不十分な生徒が多い。授業参加の基本的

な姿勢が確立しておらず、教科書を読み、自学自習

する習慣もついていない傾向がある。社会科に対す

る意欲関心も高くない。 

＜２年＞  
〔現状〕 

①「学校評価生徒アンケート（７月）」の結果では、

「授業を通して考える場面があった」と答えた生徒

は、８３％であり、「授業を通して、考えたことを

表現する場面があった」と答えた生徒は６４％であ

った。 

 

〔課題〕 

①アンケートの結果によると、授業で考えているもの

の、それを表現する場がないと感じている生徒が２

割程度いるということになる。学び合いという観点

からも、対話的な活動などを通して、表現する場を

設定する必要がある。しかし生徒の集中力がなく、

対話的な活動を実施しづらい点も課題として挙げら

れる。 
＜３年＞  
〔現状〕 

①「学校評価生徒アンケート（7月）」の結果では、 

「授業を通して考える場面があった」と答えた生徒

が92.4％あったものの、「授業を通して、考えたこ

とを表現する場面があった」と答えた生徒は73.6％

であった。 

②「先生の『声の大きさ』『授業を進めるスピード』

はよかったと思う」と「先生の『説明』は分かりや

すいと思う」と答えた生徒はともに９４％以上であ

った。 

③「授業を振り返り、『ねらい』や『まとめ』が理解

できた」と答えた生徒は９２．３％であった。 

〔課題〕 

①表現の場面が文章記述に偏っていることから表現の

場面が少ないと感じる生徒が多いと考えられる。ま

た、そのため、思考力はついてきたが、自分の考え

を表現する力が伸びていない生徒も多い。 

②生徒の特性に合わせた『落ち着いて聞くことができ

る授業』を行うことができていると考えられる。 

③その授業内での内容の理解は一定程度できていると

考えられる。しかし、定期考査や学力テストの結果

を見ると、理解度は低い。知識・技能の定着に課題

があると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①教科書を活用する姿勢を育成す

るために、引き続き教科書に基

づいた単元の学習全体を通して

考える学習課題設定のプリント

開発を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①生徒のレベルや興味に合った課

題を与え、生徒たち自身で学び

合いができる環境を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①表現の場面では文章だけではな

く、様々な方法を取り入れるこ

とで、思考力を高めると同時に

表現力の向上を図る。 

②今後も継続しながら、さらに向

上を図る工夫を検討する。 

③知識・技能の定着を図るために

小テストを行うなど、くり返し

の学習を行えるような取り組み

を行う。 

 
 
・話題性、適時性のあるニュースなど

を授業内容に盛り込み、生徒の興味

関心を引き出し、どの生徒にも発言

機会のある授業展開を図る。その中

で、意見交換の方法や他の意見を尊

重する姿勢の育成を図る。 

・授業内容に集中できる落ち着いた授

業への取り組みを向上させるため、

私語や落ち着かない授業態度にはし

っかりと注意を与えていく。 

 

 

 

 

 

 

・「主体的に学び、自ら考える」態度

を育むために、単元の学習全体を通

して考える学習課題を設定し、各時

間の学習の積み重ねによって、何を

学ぶのかが分かりやすくなるような

見通しがもて、振り返りが明確な授

業を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・主体的に学べるよう、思考を中心と

した授業を行う。その際、生徒の興

味・関心を高められるような学習課

題の設定を工夫する。 



令和元年度「 授 業 改 善 推 進 プ ラ ン 」                      府中市立府中第三中学校 

 

 教科名  数 学     

 

授業内容・指導技術に対する 
現状と課題分析 

具 体 的 な 授 業 改 善 策 
  （課題に対する改善策） 

「主体的に学び、自ら考え、個を
確立する」力をつける工夫 

 〔現状〕 
・２学級３展開で、習熟度別授業を展

開している。 
○応用発展コース 
 課題に対して、積極的に取り組む生

徒が多いため、数学的な見方・考え
方を働かせるような問題を積極的に
扱っている。 

 
○基礎充実コース 
 基本的な計算に加えて少し複雑な問

題を扱い、演習の時間を多く取るこ
とで、知識理解・技能を身に付けさ
せるための授業展開を行っている。 

 
○基礎定着コース 
 基本的な知識の理解と計算技能の習

得に主眼を置いている。解き方の途
中を省略せずに、同じ解き方で繰り
返し問題に取り組ませている。 

 
 〔課題〕 

〇応用発展コース 
【見方・考え方】の課題について、
グループでの話し合い活動が十分に
行われていない。個々で考えること
が中心になっており他人に対して説
明することが苦手になっている生徒
が多い。 

 
 
 
 
 

〇基礎充実コース 

 授業内では理解できているが、技能

の定着に差がある。日々の反復学習

が必要である。 
 
 
 
 
 

〇基礎定着コース 

授業内での理解はある程度できてい

るが、確実な定着をしていない生徒

がたいへん多い。特に複数回の手順

を必要とする問題では、一日間が空

くと完全にできなくなってしまう生

徒が多い。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

〔改善案〕 

〇応用発展コース 

基本事項をおさえ、【見方・考え

方】の向上に重点をおいた授業展

開では、思考力を問う問題を扱い

生徒の理解度を見ながら、クラス

全体で課題を解いていく。 

 

 

 

 

 

〇基礎充実コース 

既習事項の確認を毎時間行い、定

着度合いを確認してから新単元へ

進む形式で授業を展開する。基本

事項の定着を中心として発展的な

学習へのつながりを重視する。 

 

 

〇基礎定着コース 

毎時間授業の初めに１０分程度を

使い、「復習の時間」を設けて前

時、前節の復習を行う。また、既

習事項が出てくるたびに、ある程

度の復習問題を差し込み学習して

いく。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

〔授業作り〕 

〇応用発展コース 

課題に対して、まず個人で考え

る時間をとる。その後、ペアで

話し合わせ、次に、班別に自分

の考えと周りの考えを照らし合

わせ課題に対してより深く、そ

れぞれが考察できるようにし、

最終的にクラス全体で解答にた

どり着けるような授業を展開す

る。 

 

〇基礎充実コース 

課題に対して、情報交換の場を

設け、周りの生徒と意見交換を

する時間をとる。４人班を構成

し課題への考えを伝え、考え導

くようにして課題解決型の学習

を行う。 

 

〇基礎定着コース 

４人班を編成した時に学力が平

均的になることを考慮した座席

を編成し、班学習で前時、前節の

復習時間に、教え合い、課題を解

き、答え合わせをさせる。各節の導

入で、４人班での課題解決学習を

行う。 

 



令和元年度「 授 業 改 善 推 進 プ ラ ン 」                      府中市立府中第三中学校 

 

  教科名  理 科     

 

授業内容・指導技術に対する 
現状と課題分析 

具 体 的 な 授 業 改 善 策 
  （課題に対する改善策） 

「主体的に学び、自ら考え、個を
確立する」力をつける工夫 

 〔現状〕 

・実験を行う際、なぜそのような結果

になったのかを教師が質問し生徒が

考える時間を多くとっている。 

・顕微鏡カメラや大型テレビ、ＯＨＰ

などの視覚的教材を活用することで

実験方法を効果的に説明している。 

・実験技能を確実に身に付けさせるた

めに、休み時間や放課後を活用して

補習や追実験を行っている。 

・生徒と教師の対話の中で学んだ事象

が日常生活とどのように関係してい

るのかを考えさせている。 

 

 

 〔課題〕 

① 考察やまとめを班で共有する時間

が少なく、自分以外の人がどのよ

うに考えているのかを知る機会を

作ることができていない。 

 

 

② 実験結果を正しく文章で表現でき

ていない生徒が少数おり、表現力

を身に付けさせる指導が不足して

いる。 

 

 

 

 

 

③ 一部の生徒の理科に対する関心を

高められていない。 

 

・生徒の授業に関するアンケートで

は「考えを表現する」場面の評価

が、他の項目より低い傾向があり

意見交換の場の設定やレポートの

書き方指導に意識的に取り組んで

いく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 実験終了後にまとめや考察を共

有する時間を作る。 

 

 

 

 

② レポート返却時に正しい表現の

仕方や誤った表現の仕方やを紹

介し正しく言葉を使う力を身に

付けさせる。そのなかでよい表

現ができているものをほめるな

どして、理科における表現力向

上を目指す。 

 

 

③ 導入を工夫し、生徒の興味・関

心を高めるようにする。教室で

行う授業でも授業の最初に小さ

な実験を取り入れることで関心

を高める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 実験のまとめを行なう授業時

に、同じ内容の意見でも自分

の言葉で複数の生徒に発表さ

せる。 

 

 

② よく書けているレポートを、

印刷・配布し、他の人はどの

ように結果をとらえているの

か、またどのような表現を使

いまとめているのか知る機会

を作る。 

 

 

 

③ 日常生活や他教科との関連、

また既習事項を意識し、理科

的な葛藤が生まれるような導

入展開をつくり生徒が自ら学

習内容に疑問をもてるように

する。 

 

 

 

 



令和元年度「 授 業 改 善 推 進 プ ラ ン 」                      府中市立府中第三中学校 

 

 教科名  音  楽     

 

授業内容・指導技術に対する 
現状と課題分析 

具 体 的 な 授 業 改 善 策 
  （課題に対する改善策） 

「主体的に学び、自ら考え、個
を確立する」力をつける工夫 

 〔現状〕 
・「学校評価アンケート」の結果を分

析から、「先生の声の大きさやスピ
ードはよかったか」や「先生の説明
はわかりやすいか」などの項目では
ある程度目標を達成できていたが、
「授業を通して考える場面があった
か」と「授業を通して考えたことを
表現する場面があったか」の項目で
は目標とするところまで到達してい
なかった。 
 

・１年生は、１学期は特に授業規律を
徹底させながら、歌うことや表現す
ることの楽しさを味わわせることに
重点を置いて授業を進めた。 

 
・２,３年生は前年度に学習したことを

生かしながら、より主体的に表現活
動に取組むことを目指す授業を行っ
た。 

 
 
 〔課題〕 
・「学校評価アンケート」の結果を見

ると、どの学年も「授業を通して考
えること」や「考えたことを表現す
ること」を意識させられていない。 

 
・これまでも合唱曲の歌詞や内容につ

いて深く考えさせたり、鑑賞の授業
で作者の意図や思いを考えさせたり
する場面は設けていたが、何となく
は考えられてはいても、時間的な問
題もあり十分に自分の意見としてま
とめられなかったり、考えたことが
実際の表現に結びつけられていない
生徒も多い。 

 
・合唱に対しては意欲的に取り組める

生徒が多いが、よりよい合唱にする
ために必要な音楽的な知識や楽典的
な内容の学習には関心をもてない生
徒も少なくない。 

 
 
 
 
 
 

 
・「授業を通して考える場面」や「考
えたことを表現する場面」を意識的
に多く取り入れて授業展開する。そ
の際、何について考えればよいのか
をわかりやすい言葉で具体的に指示
することを意識する。 

 
・音楽科の場合、「考えたこと」を実
際の合唱や演奏に生かすことが「考
えたことを表現すること」である。
ワークノートに自分の考えたことを
記述したり、意見を発表したりする
ことも表現ではあるが、歌い方や演
奏の仕方が変容すること、音楽表現
が豊かになることも「考えたことを
表現すること」であるということを
理解させる。 

 
・「考えたこと」を発表させる際の発
問の仕方やワークノート等の記述の
させ方をさらに工夫し、音楽表現に
生かしやすくする。 

 
・「考えたこと」を音楽表現に生かす
ためには、その手立てとしての音楽
的な知識や楽典的な内容が必要であ
るので、それらの内容ができる限り
スモールステップで楽しみながら学
べるよう、３年間を見通してプリン
トの内容や指導の仕方を工夫する。 

 

 
・さらに良い演奏にするために
はどうしたらよいかを考える
ため、互いに聴き合ったり、
自分たちの演奏を録音して聴
いたりしながら、課題を見つ
け、仲間と共有させる。 

 
・見つかった課題を解決するた
めの手立てを、教師や仲間と
対話しながら探り、課題解決
に向けて取り組む。 

 
・合唱においては、自分の課題
とパートとしての課題、クラ
ス全体の課題に分け、その課
題に合った解決方法を考えさ
せる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



令和元年度「 授 業 改 善 推 進 プ ラ ン 」                      府中市立府中第三中学校 

 

 教科名  美 術      

 

授業内容・指導技術に対する 
現状と課題分析 

具 体 的 な 授 業 改 善 策 
  （課題に対する改善策） 

「主体的に学び、自ら考え、個を
確立する」力をつける工夫 

 〔現状と課題〕 
・作品を見て考えたことや感じたこと

を言葉で表現する場面をいくつか設
定したが、抽象的なことを言葉で表
現するための手立てがもう少し必要
である。 

 
・抽象的な雰囲気や感情を適切に言

い表せている生徒の意見を発表さ
せ、他の生徒が聞いて参考にでき
るようにする。 

 

 
・独特な表現、他の人にはない考

え方を尊重することで、他の人
と違っていいのだということを
伝える。 

 
 

・良いアイデアが浮かんでも、「どう
せ自分には描けない」と安易にあき
らめてしまう生徒に対し、より丁寧
な支援が必要である。 

・イメージが実体化できたときに創
作活動の喜びを感じるので、ゼロ
から描かせることだけにこだわら
ず、イラスト集や図案をたくさん
用意し、それらを参考にして描け
るようにする。 

・自分のイメージに近い絵を自分
で探す方法（本やインターネッ
トの活用）を指導することで、
自分で問題解決できるよう支援
する。 

・単元全体の流れを生徒自身が把握し
、見通しをもたせる手立てが不十分
である。 

・単元計画を常に掲示する。 ・単元計画を掲示することで、単
元全体の見通しを生徒に持たせ
「今日中にここまでは終わらせ
よう」など生徒自身が主体的、
計画的に制作を進められるよう
にする。 

・日常生活の中で、美術の働きや面白
さに気付けるよう、１年生は駅構内
に貼ってあるポスターの働き、２年
生は絵本に使われる切り絵の表現、
３年生は写真の加工技術について扱
い、関心がもてるようにしている。
生徒は、日常の中の美術に関心を持
つことはできているが、それを作品
制作に生せるようにするのが今後の
課題である。 

 

・良い作品例を常に見られる状態に
しておく。 

・日常で使うものをより使いやすく
するデザインについて考えさせる
など、日常生活と美術を関連付け
る。 

 

 

・単元の最初の導入に時間をかけ丁寧
に進めた授業では、その後の制作に
おいても生徒の意欲は高かった。し
かし導入で関心をもたせることがで
きなかった授業では、その後の制作
でもすぐに飽きてしまう生徒が多か
った。導入を工夫し意欲を引き出す
手立てが必要である。 

・これから制作するものと社会との
関わり、身近なものとの関わりな
どを実際の作品を交えながら伝え
ていく。 

・主題を明確にさせることに重きを
置く。そのために、テーマを決め
る段階では生徒同士がグループワ
ーク等で意見交換できる場を多く
設定する。 

 

・主体的に考えるための材料を多
く用意する。 

 

 



令和元年度「 授 業 改 善 推 進 プ ラ ン 」                      府中市立府中第三中学校 

 

 教科名  保健体育     

 

授業内容・指導技術に対する 
現状と課題分析 

具 体 的 な 授 業 改 善 策 
  （課題に対する改善策） 

「主体的に学び、自ら考え、個を
確立する」力をつける工夫 

 〔現状〕 
・「学校評価アンケート」全学年をまとめた

結果より、「授業を通して考える場面があ

った」と答えた生徒が79％。「授業を通し

て、考えたことを表現する場面があった」

と答えた生徒は、67％であった。｢先生の

説明は分かりやすいと思う｣と答えた生徒

が91％であった。「授業を振り返りねらい

やまとめが理解できた」と答えた生徒が88

％であった。 

・1、2年は、分かりやすく、細かい説明を授

業の中で何度も行いながら指導し、基本技

能の習得を徹底している。3年に活かせる

ように取り組んでいる。 

3年では1、2年の課題の難易度が上がり、

新しい単元がなく3年間取り組んできた単

元も多いため、細かい説明や技能のポイン

トを改めて教えることより、課題に対し、

生徒主体となり自主的に取み、解決してい

くよう指導にあたっている。生徒自身も経

験値の中から自ら考え動こうとしている。

技能の習得に課題のある生徒に対しては、

できる生徒が中心となり、アドバイスをし

たり、教員からの声かけの中で課題解決に

取り組んでいる。 

 

〔課題〕 

・意欲的に取り組むことができるが、技能の

習得の進捗状況に差が出てしまい、全体と

しての課題設定が難しい場面があった。学

習カードを用いて振り返りながら授業で分

かった自己課題を、分析させるも能力に応

じて差が開いてしまった。また、課題が見

出せない生徒に対しての個別指導の時間を

それぞれの単元において確保することが出

来ていない現状であった。 

・練習の仕方など、細かく説明をしているこ

とで理解はするが、それを動きに反映し、

体を動かすが困難な生徒が多いのが課題で

ある。 

・経験から自己課題を設定したり自ら考え場

面に適応した判断をすることができていな

いのは課題である。運動の苦手な生徒がつ

まずいている場面がある。自分から聞いた

り、資料から解決策を見つけたりすること

が難しいのが課題である。 

・個々の課題設定に無理のある生徒が少なく

なく、自己の能力の把握ができていない、

仲間と合わせてしまっている傾向がある（

女子に多い）。 

 

明確なねらいと課題の分析をさせる 

 ・授業ごとにねらいを掲示し、本時では

何を意図して取り組んでいくかを明確

にさせる。掲示することで、授業中に

も再度確認し、意識を置くことができ

る。 

・学んだ知識が技能や体力の向上につ

ながることを理解させ、運動の場面

にあてはめて考えさせる。 

・学習カードを用いて単元・本時の振

り返りを行い、自己課題の把握をさ

せていく。 

 

視聴覚教材を使用し視覚的に取り入れ学習

する環境をつくる。 

・学習カードやホワイトボードをでき

るだけ活用し、言葉だけでなく文字

や図を使って名称などを正しく覚え

させることで、知識の習得を行う。 

・映像や画像を多く取り入れ、様々な

動きを理解しやすく、イメージしや

すくする。自分の動きを確認するこ

とで、客観的な視点で課題の把握が

行えるようにする。それを他者と共

有し、課題解決の幅を広げられるよ

うにする。 

 

主体的な活動を取り入れ、自ら考え判断させ

る。 

 ・明確なねらいのもと、授業内容を理解

させ、基本的なことは指示していくが

、その中からお互いに気付かせ、取り

組ませていく。特に、運動を苦手とす

る生徒、個別に時間をかけなければな

らない生徒など多数いるので、見本と

なる生徒や中心的に活動できる生徒を

活かして、グループワークやペアワー

クを積極的に行っていく。 

 ・視覚教材を用いながら、コミュニケー

ションを取る場面を増やし、主体的な

活動を円滑にさせていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「お互いを見合う」、「教え合う」取

り組みをさせ、学習カードによる「振

り返り」を行い、振り返りのチェック

から教員側との対話も深める。 

 

・教員や、生徒が動画を撮り、その場で

見ながらお互いに対話をしながら客観

的に話し合いができるように場面を設

ける。 

 

・グループでの活動を取り入れ、対話の

中で課題解決を図れる環境をつくって

いく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和元年度「 授 業 改 善 推 進 プ ラ ン 」                      府中市立府中第三中学校 

 

 教科名    技  術      

 

授業内容・指導技術に対する 
現状と課題分析 

具 体 的 な 授 業 改 善 策 
  （課題に対する改善策） 

「主体的に学び、自ら考え、個を
確立する」力をつける工夫 

 〔現状〕 
・「学校評価アンケート」の結果を分
析すると、「授業を通して考える場面
があった」と「授業を通して考えたこ
とを表現する場面があった」、「授業
を振り返り、「ねらい」や「まとめ」
が理解できた」の項目について、各学
年とも目標とするところまで到達して
いなかった。 
 
 
 〔課題〕 
＜関心・意欲・態度＞ 
・多くの生徒はものづくりに興味・関

心を持ち積極的に作業に取り組む。
しかし、説明が理解できない為、作
業に取り掛かれずに停止してしまう
生徒や、集中が切れ飽きて手を止め
私語をしてしまう生徒がいる。 

 
 

＜工夫し創造する能力＞ 
・自分の意見を表現したり、作品のデ

ザインを考えたりすることが苦手な
生徒がいる。 

 
＜生活の技能＞ 
・早く作品を完成させることに重点を

置いてしまうため、一つ一つの作業
が雑になってしまう生徒がいる。 

 
・全体での指導では理解できず、間違

った道具・工具の使い方をしてしま
い、失敗してしまう。 

 
・他人の力に頼りすぎてしまい、自分

で考え、行動しようとしない生徒が
いる。 

 
＜知識・理解＞ 
・作業は積極的に取組むが、道具・工

具や、加工方法などの名称や材料の
特徴や性質についての知識が定着し
ておらず、定期考査で得点できない
生徒が多い。 

 
・道具・工具の使い方や、加工方法を

教師による実演で教えたが、理解で
きておらず、失敗してしまう生徒が
いた。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜関心・意欲・態度＞ 
・説明する時間と作業に取り組む時

間をしっかり切り替え、説明を聞
くことに集中できるようにする。 

・説明カードを用意し、使用する道
具・工具の近くに設置する。 

 
 

 
＜工夫し創造する能力＞ 
・集中して考えることができるよう

考える時間をしっかり区別する。 
・考えるのが苦手な生徒には、参考

にできるよう、例を多く提示し、
それにオリジナル要素を付け加え
るよう指導する。 

 
＜生活の技能＞ 
・授業計画に余裕をもち、じっくり

作業に取り組めるようにする。精
度が大切であることを強調する。 

 
・説明の際は、一度作業の手を止め

前を向かせることに徹底する。作
業が進まない生徒には、個別指導
で補助する。 

 
・生徒同士の教え合いや手伝いは促

すが、代わりにやってあげる行為
は禁止する。 

 
＜知識・理解＞ 
・道具工具には、その名称を書いて

貼り付ける。説明カードを用意し
、使用する道具・工具の近くに設
置する。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔具体的な授業改善〕 
 
・説明を行った後、周囲の生徒や

教師に相談せずに、まずは自分
で考えて作業を進める時間「考
える時間」を設ける。 

 
・ワークシートや机間指導による

個別の指導により、考える時間
を補助する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



令和元年度「 授 業 改 善 推 進 プ ラ ン 」                      府中市立府中第三中学校 

 

  教科名  家  庭      

 

授業内容・指導技術に対する 
現状と課題分析 

具 体 的 な 授 業 改 善 策 
  （課題に対する改善策） 

「主体的に学び、自ら考え
、個を確立する」力をつけ
る工夫 

 〔現状〕 

・今年度の「学校評価アンケート」の結果を分析す

ると、「授業を通して考える場面があったか」と

「授業を通して考えたことを表現する場面があっ

たか」の項目では目標とするところまで到達して

いなかった。 

＜１年生＞ 

積極的に発言する生徒は多いが、ただ発言をした

いだけの生徒が目立ち、思考を深めさせてから発

言させる工夫が必要だと感じる。 

＜２年生＞ 

能力に個人差が目立ち、一斉説明だけでは理解す

ることが難しい生徒が多く、個別対応に追われて

しまい、全体指導への力不足だと感じる。生徒同

士が教え合える環境を整えたり、個人で説明書を読

む力、説明を理解しようとする力を身に付けさせ

ていきたい。 

＜３年生＞ 

グループワークにおいて、主体的に話し合い活動

ができず、協調性がない生徒が多い。 

 

〔課題〕 

＜関心・意欲・態度＞ 

・プリント類の記述が雑で、判読が難しい生徒や、

内容の薄い提出物が多い。 

 

 

・グループワークで、主体性を持って話し合い活動

に参加できない生徒が多い。 

＜工夫し創造する能力＞ 

・自分の考えを表現することに恥ずかしさを感じる

生徒が多く、オリジナル性を出せない生徒が多い。 

 

・時間に対する意識が薄く、見通しを持って計画的

に取り組む力が弱い。 

＜生活の技能＞ 

・手先の器用さはあるが、説明をしっかり聞いてお

らず、間違った縫い方をしている場合がある。 

・能力差が激しく、一斉説明だけでは理解が難しい

生徒が多い。 

・丁寧に作業をする反面、期限内に作品を完成させ

るという意識が薄い。 

＜知識・理解＞ 

・授業ではよく発言し、理解している様子ではある

が、学んだ知識が定着していないため、テストで

点数を取れない生徒が多い。 

・知識を活用し、応用して考えることができない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜関心・意欲・態度＞ 

・プリントチェックの際に、コメントを添え

ながら指導していく。また、完成度の高い

生徒のプリントや作品を掲示し、良い作品

のイメージをもたせる。 

・まずは自分の考えを持たせる時間を向け、

一人人一役の役割を与える。 

＜工夫し創造する能力＞ 

・宿題で持ち帰らせ、自分で考える時間をつ

くる。 

・卒業生の完成作品などの作品例を多く提示

し、生徒が参考にできるようにする。 

・タイマーを設置し、時間感覚を身に付けさ

せる。 

＜生活の技能＞ 

・説明の際は一度作業の手を止め、前を向か

せることに徹底する。 

・各班にできる生徒に先生役を担ってもらい

、グループで教え合える環境を整える。 

・経過途中の見本を用意し、見通しを持たせ

ながら作業に取り組ませる。 

＜知識・理解＞ 

・授業の終わりにミニテストを行い、知識の

定着を図る。 

・ワークシートでは、課題解決問題などを取

り入れ、知識をもとにアイデアを生み出す

などの応用課題を設定する。 

 

 

 

 

 

・新しい題材の授業に入る
前に生徒たちに「質問づ
くり」をさせることで、
授業で学びたいことを生
徒たちか引き出し、主体
性を持たせていく工夫を
する。 

 
 
・主体的に学べるよう、身
近なテーマを設定し生徒
の興味・関心を引き出し
どの生徒も発言できる授
業展開を図る。その中で
意見交換の方法や他の意
見を尊重する姿勢の育成
を図る。 
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教科名  英  語     

 

授業内容・指導技術に対する 
現状と課題分析 

具 体 的 な 授 業 改 善 策 
  （課題に対する改善策） 

「主体的に学び、自ら考え、個を
確立する」力をつける工夫 

 〔現状〕 
・全体的には、授業に意欲的に取り組

む生徒が増え、授業態度も落ち着い
て行えている。少人数指導が今年度
より始まり、よりきめ細かい指導も
可能になった。しかし、底上げが必
要な生徒が一定数おり、改善を図る
必要がある。 

 
 
 〔課題〕 
〔関心・意欲・態度〕 
・全体的には興味・関心をもって、新

しい内容に取り組んでいる。特に１
年生は大きな声で復唱し、大変意欲
的である。しかし２・３年生になる
につれ、内容が難しくなり、英語の
学習に対して意欲が落ちてきている
生徒もいる。全学年とも多くの生徒
がペア・グループワークによく臨ん
でいる。 

 
〔外国語表現の能力〕 
・伝えたいことを英文にすることに個

人差があり、今後も積み重ねが必要
である。基本的な文の作り方や、よ
く使う基本的な熟語等は、小テスト
で繰り返し覚える勉強をするように
指導していくことが大切である。 

 
 
 
〔外国語理解の能力〕 
・音声を聞いて理解しようとする姿勢

はできており、すでに良い力がつい
てきているので、引き続き「リスニ
ング」練習を入れていく。 

・英語の長文は、比較的短い英文で構 
成されている内容のものは、概ね理
解しよく取り組めている。しかし、
話が長く難易度が上がると、つまづ
きが増える生徒が多い。 

 
〔言語や文化についての知識・理解〕 
・学期始めのテスト等を通じて、新出

単語や新出熟語の定着を図っている
が、多くの生徒が練習を重ね、多く
の生徒が７～8割以上の点数を取っ
ている。 

 
・既習内容を多くの場面で用いなが

ら復習しより一層の定着を図る。 
・少人数授業を活かし、演習時の机

間指導をより丁寧に行う。 
・提出物は、夏の三者面談で保護者

を交えて習慣づけの重要性を話し
、授業でも、引き続き紙面で提出
物の期日や出し方等を配布し、確
認できる工夫をしていく。 

 
 
〔関心・意欲・態度〕 
・身近なイラストや写真を多く用い

視覚効果を得ながら、苦手意識の
強い生徒の興味関心を引き出す。 

 
 
 
 
 
 
〔外国語表現の能力〕 
・冒頭やALTとの授業のペアトーク

で表現の幅を増やし、自信を持た
せるよう指導する。 

・会話テストを実施し、基礎的な表
現や実践的な会話を深められるよ
う経験値を増やす。 

・スピーチテストなどのパフォーマ
ンステストで発表する力を養い、
自信につなげる。 

 
〔外国語理解の能力〕 
・クラスルームイングリッシュだけ

でなく、さらに英語で聞く場面設
定を増やし、自然に耳に入る雰囲
気を作る。 

・英文の量を少しずつ増やし、長い
内容の文に慣れさせていく。 

 
 
 
 
〔言語や文化についての知識・理解〕 
・独特の発音や無音声の単語などは

特に重点的に音読練習を行い、例
文などでも既習単語を多く用いな
がら、さらにより一層の定着を図
る。 

 
 

 
◎冒頭のウオームアップで、ペア

を変えながら（横ペア・縦ペア
・斜めペアなど）、学び合いを
通して、自分に足りない表現や
語彙を増やし、意義深い協働学
習の場面としていく。 

 
◎自信をもって英語による自己表

現ができるよう、基本的な既習
表現や既習文法を反復して指導
し、使えるようにする。 

 
◎自分の考えや思いを表現するた

めのツールのひとつとなる語彙
を増やすため、はじめは例を提
示したり、提示した言葉の中か
らふさわしいものを選ばせたり
しながら、最終的には生徒自身
の言葉で表現できるように段階
的に指導する。 

 
◎考えたことや感じたことを互い

に発表させる場面を作り、相手
の表現や考えを知り、発見する
ことでさらに自分の考えを深め
たり、広げたりする機会を増や
す。 

 
◎各国の文化等について知ると共

に【Welcome to Tokyo】なども
活用して、日本の文化を説明で
きる力をつけさせる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


