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授業改善推進プラン 

 

教科名【国語科】 学年【７年】 

  

生徒の状況 

 

・意欲的に授業に取り組んでいて発言も多く、意見を交流す

る活動も活発に行っている。 

・｢知識・技能｣においては、新出漢字読みテストでの正答率

８割以上が 80.9％、５割以上が 16％と大半を占め、意欲的

な取組と基礎学力の定着がうかがえる。しかし、書きテスト

での正答率８割以上が 25.9％と読みと比べて低く、５割未

満が 41.2％と半数近い割合となっていて、読みと書きの定

着度合いに偏りが見られる。 

・｢思考・判断・表現｣においては、登場人物の心情や筆者の

意見を読み取り、自分の考えを深めて書くという課題を苦手

とする生徒が多い。 

指導についての課題 

 

・漢字の読みと書きの定着度合いの偏りをなくすために、書

き取りの正答率を上げること。 

・自分の考えを書く課題において、｢何を問われていて、ど

のように答えなければいけないのか｣ということを、発問文

を読んで理解させること。 

・意見を交流して考えを深める活動の充実を図ること。 

授業革新推進に向けての

具体的な方策 

・漢字は｢繰り返し解いて(書いて)覚える｣｢｢部首の意味を理

解する｣ように指導し、継続的な学習を意識させる。 

・自分の考えを深めて書く課題においては、｢何を、どのよ

うに書いたらＢ評価（Ａ評価）なのか｣という評価規準を事

前に示し、Ｃへの手立てを具体的に考えた上で、生徒の取り

組み状況に応じて助言する。 

・板書内容を精査し、プリントやワーク等を活用しながら単

調な授業にならないように工夫する。 

 

 

 

 

 



授業改善推進プラン 

 

教科名【国語科】 学年【８年】 

  

生徒の状況 

 

・意欲的に授業に取り組むことができている。文章作成や発

表、プレゼンテーション等にも積極的に取り組み、力を伸ばそ

うとしている様子がみられる。 

・１学期期末考査において、漢字の正答率は 68％であった。

また、字数条件あり（30 字以上 40 字以内）の記述問題は全て

の問題で最も正答率が低かった。 

・７年次の定期考査では古典範囲の正答率が低かったため、

古典を苦手と感じている生徒が多いと予想できる。 

 

指導についての課題 

 

・漢字の読み書きの正答率を向上させること。 

・文章を作成するために、問われている内容を的確に読み取

る力を身に付けさせること。 

・すすんで古典の内容を理解しようとする粘り強さを身に付

けさせること。 

 

授業改善に向けての 

具体的な方策 

 

☆板橋区授業スタンダード徹底の継続 

・本時の「めあて」を冒頭に確認し、何を学び何を達成すべき

かを明確にする。 

・考えを述べる際は、意見だけでなく文中の根拠と合わせて

述べる、など教科書を読む活動を積極的に取り入れ、読み解く

力の向上を図る。 

・「まとめ」と「振り返り」を通して、自己の学習を調整でき

る力を意識させる。 

・授業冒頭の漢字小テストを継続し、誤答箇所の練習を徹底

させる。 

・書く課題に対しては文章中からキーワードを読み取ること

を第一に指導する。 

・古典の学習では暗記事項の知識の定着を図りつつ、歴史的

背景の説明等を通して、古典の面白さに気付かせる指導を心

掛ける。 



授業改善推進プラン 

 

教科名【国語科】 学年【９年】 

  

生徒の状況 

 

・私語は滅多になく、非常に落ち着いた状況で授業に取り

組むことができている。学習課題に対する意識が高く、よ

りよいものを仕上げようとする生徒が多い。 

・全国学力・学習状況調査では平均正答率が 74％で都や全

国を上回っているが、分野別では「書くこと」の正答率が

比較的低い傾向にある。 

 

指導についての課題 

 

・文章を作成するために、問われている内容を的確に読み

取る力を身に付けさせること。 

・短い時間でまとまった文章を書く力を身に付けさせるこ

と。 

 

授業改善に向けての 

具体的な方策 

 

☆板橋区授業スタンダード徹底の継続 

・本時の「めあて」を冒頭に確認し、何を学び何を達成す

べきかを明確にする。 

・考えを述べる際は、意見だけでなく文中の根拠と合わせ

て述べる、など教科書を読む活動を積極的に取り入れ、読

み解く力の向上を図る。 

・「まとめ」と「振り返り」を通して、自己の学習を調整で

きる力を意識させる。 

 

・文章中だけでなく、グラフや表などから情報を読み取り、

内容をまとめたり考えを述べたりする活動を積極的に取

り入れる。 

・書く活動の際には字数と制限時間、文章の型を意識させ、

スムーズに思考を表現させることを目指す。 

 

 

 



授業改善推進プラン 

 

教科名【社会科】 学年【７年】 

  

生徒の状況 

 

・意欲的に授業に取り組むことができている。授業中の発言も多

く興味・関心をもっている。 

・定期テストで小テストから再度出題した問題は、正答率が高

く、点数に対する意欲は高くまじめに取り組んでいる。 

・定期テストに出題した時事問題の正答率が低く、あまりニュー

スや新聞等を見ていないように思われる。 

指導についての課題 

 

・授業中に簡単な発問に対しては、多くの生徒が挙手するが、「説

明を問う発問」等困難なものに関しては自信がなく極端に挙手

が減ってしまう。 

・近年の生徒の課題である「資料から読み解く力」「書く力」が

課題である。 

授業改善に向けての 具体的な方策 

 

・本時のめあてを明確に示し、振り返りを行い、板橋区授業スタ

ンダードを継続する。 

・毎時間の授業のプリントの裏に「ふりかえりメモ」をつけて毎

時間、ふりかえりを文章で書かせている。 

・ノート作りに力を入れて、ノートの左側にプリントを貼り、右

側を「工夫のページ」として、予習・復習を含め自分で工夫し

てノート作りを行っている。 

・一斉に課題に取り組み、班で一番最初にできた生徒をスモール

ティチャーにして、班員の生徒を指導させる取り組みを行って

いる。 

・グループ学習に力を入れて、協同で問題を考えさせたり、グル

ープごとに分担をして一単元の授業を担当させたりする。また

グループ学習で他者の意見や考えに触れる機会を増やす。 

・定期テスト前に小テストをおこない合格点に達しない生徒を 

放課後、残して学習させる。 

・今後も定期テストに時事問題を出題して、世の中で起こってい

る出来事に興味・関心をもたせていく。 

 



授業改善推進プラン 

 

教科名【社会科】 学年【８年】 

  

生徒の状況 

 

・授業内でグループ学習を行うと、各生徒

が意欲的に取り組んでいることが多い。 

・第一学期期末考査試験では「知識・技能」 

 の観点の得点率が低かった。 

・自分の意見を他者に伝えることは得意な

生徒が多い。 

・「児童・生徒の学力向上を図るための調

査」では、授業の内容を「よく分かる」と

答えた生徒は 20.5％で都平均よりも

15％低かった。 

 

指導についての課題 

 

・第一学期期末考査試験で「知識・技能」の

観点の得点が低かったことをうけ、授業

の中で「知識・技能」の理解度を深める。 

 

授業改善に向けての具体的な方策 

 

・「知識・技能」の定着を図るために、授業

内で単元ごとに小テストを実施する。 

・授業内で資料の読解を行う演習時間を確

保し、生徒の読解力を上げていく。 

・ふりかえりの時間を確実に確保し、毎回

の授業内での学びを深める。 

 

 

 

 

 

 

 



授業改善推進プラン 

 

教科名【社会科】 学年【９年】 

  

生徒の状況 

 

・知識の理解度が高く、定期考査では知識・

技能の観点の得点率が高い。 

・グラフから読み取れた内容をもとに自身

の考えを書くのが苦手な生徒が多い。 

・社会科への関心が高く、授業内で発言を

行う生徒が多い。 

指導についての課題 

 

・「資料から読み取ること」や「資料から読

み取れた内容を基に自身の考えを形成す

ること」に課題がある。 

・「グループ学習」になると話し合いの中で

自身の考えを伝えるのが難しい生徒も少

なくないので、グループ学習では各生徒

に、自身の考えを発表する時間を確保す

る必要がある。 

授業改善に向けての具体的な方策 

 

・グループ学習の中で自身の考えを形成

し、学びを深くしていくために、学習課

題に対して自力解決する時間を以前より

も多く確保する。 

・「資料を読み取ること」や「資料から読み

取れた内容を基に自身の考えを形成す

る」ことができるように、チャート表な

どにまとめさせる授業展開を行ってい

く。 

・ふりかえりの時間を 5 分確保し、授業を

通して学んだことは何か振り返り、さら

に知識理解度を向上していく。 

 

 

 



授業改善推進プラン 

 

教科名【数学科】 学年【７年】 

  

生徒の状況 

 

・習熟度別・少人数授業実施（２クラス３展開） 

・意欲的に授業に取り組むことができており、発展的な学習課題にも挑戦

してみようという生徒が多くいる。 

・少しずつだが、互いに教え合う活動が充実するようになってきている。 

・期末考査の不規則に並んだ数から共通のものを見出す問題の正答率が

25.6%、規則性からきまりを見つけ出し、それを他の場合に活用する問題

は 20.9%であった。また、理由を説明する問題では 76.0%が正解してい

た。規則性を見つけ、それを利用することを苦にする生徒が多いが、自分

の意見を言うことを多くの生徒ができている。 

指導につい

ての課題 

 

・基本的な学習内容の定着が十分でない生徒への支援を充実させること。 

・算数から数学に変わったことで、より抽象的なものを扱うことになっ

た。これが苦手な生徒が多いため、理解を促すため既習事項と結びつけて

いくこと。 

・文章題を苦手としている生徒が多くいるため、文章から必要な数値や着

目すべき文章を読み取る活動を充実させること。 

・授業内で自分の考えを式やことばで表現したり他の人の考えを式やこ

とばから読み取ったりする機会を充実させること。 

授業改善に

向けての 具

体的な方策 

 

・定期考査や単元テスト、学習課題への取り組みにより生徒の理解度を適

切に把握し、より適切な発問をしていく。 

・学力向上専門員と生徒の学習状況などの情報を共有し、個別指導が必要

な生徒への支援を充実させる。 

・アウトプットをする機会を増やす。そのため解法やわかったことをペア

活動などで発表させる。授業の終わりに書いた振り返りの内容を

chromebook で共有する。 

・生徒の苦手分野における課題の傾向をつかみ、授業の中で学び直しや振

り返りの機会を計画的に設定する。 

・基本的な学習内容は類似問題を多く扱い、反復演習や小テストにより知

識・技能の確実な習得を目指す。 

 

 



授業改善推進プラン 

 

教科名【数学科】 学年【８年】 

  

生徒の状況 

 

・習熟度別・少人数授業実施（２クラス３展開、１クラス２展開） 

・意欲的に授業に取り組むことができており、発展的な学習課題

にも挑戦してみようという生徒が多くいる。 

・少しずつだが、互いに教え合う活動が充実するようになってき

ている。 

・期末テストの基本的な計算問題においては、得点率が 80％を超

えており、基礎的な計算力が身に付いている生徒が多いことが

分かる。しかし、分数や小数が混ざるなど、少し複雑な計算問題

になると、大きく得点率が下がるのが課題である。 

指導についての課題 

 

・基本的な学習内容の定着が十分でない生徒への支援を充実させ

ること。 

・数学で用いる用語の意味や式の特徴などを本質的に理解できる

ような指導をする必要がある。 

・文章題を苦手としている生徒が多くいるため、文章から必要な

数値や着目すべき文章を読み取る活動を充実させること。 

・授業内で自分の考えを式やことばで表現したり他の人の考えを

式やことばから読み取ったりする機会を充実させること。 

授業改善に向けての 

具体的な方策 

 

・定期考査や単元テスト、学習課題への取り組みにより生徒の理

解度を適切に把握し、補習等により生徒に必要な支援をする。 

・学力向上専門員と生徒の学習状況などの情報を共有し、個別指

導が必要な生徒への支援を充実させる。 

・解法やわかったことを互いに説明し合う機会を増やすことで、

数学的な見方・考え方を十分に働かせる授業を実施する。 

・基本的な学習内容は類似問題を多く扱い、反復演習や小テスト

により知識・技能の確実な習得を目指す。 

・デジタル教科書のシミュレーション機能を活かしつつも、実際

の操作・観察の活動を重視することで本質的な理解を促す。 

・問題文の数値や着目すべきことばに線を引くことや、表に整理

すること、図を書くことなどを通して読み解く力の向上を目指

す。 



授業改善推進プラン 

 

教科名【数学科】 学年【９年】 

  

生徒の状況 

 

・習熟度別・少人数授業実施（２クラス３展開） 

・全体的に集中して授業に取り組んでいる。 

・発展的な学習課題にも粘り強く取り組む生徒が多く、互いに教

え合う環境が整ってきている。 

【令和４年度全国学力・学習状況調査の結果より】 

・「知識・技能」に関する問題の平均正答率は約７９％でおおむね

満足できるものであった。しかし、統計分野（箱ひげ図）につい

ては理解度が十分ではなかった。（本校：48.0％ 都：46.2％） 

・「思考・判断・表現」に関する問題では、特に図形分野（三角形

の合同の証明）の正答率が低く、無解答率も高かった。 

指導についての課題 

 

・全体的に授業への取り組みもよく、積極的に発言し、音読練習や

ペアワークなど、意欲的に取り組んでいる。 

・関数（１次関数）や図形（合同の証明）、統計（代表値、確率、

箱ひげ図）の各分野に苦手意識をもつ生徒が多いため、学び直し

の機会を設定する必要がある。 

・都立入試等で問われる実践的な力を各単元の学習中でも身に付

けていくこと。（過去問や入試対策問題への取り組み充実） 

授業改善に向けての 

具体的な方策 

 

・定期考査や単元テスト、学習課題への取り組みにより生徒の理

解度を適切に把握し、補習等により生徒に必要な支援をする。 

・学力向上専門員と生徒の学習状況などの情報を共有し、個別指

導が必要な生徒への支援を充実させる。 

・解法やわかったことを互いに説明し合う機会を増やすことで、

数学的な見方・考え方を十分に働かせる授業を実施する。 

・生徒の苦手分野における課題の傾向をつかみ、授業の中で学び

直しや振り返りの機会を計画的に設定する。 

・基本的な学習内容は類似問題を多く扱い、反復演習や小テスト

により知識・技能の確実な習得を目指す。 

・デジタル教科書のシミュレーション機能を活かしつつも、実際

の操作・観察の活動を重視することで本質的な理解を促す。 



授業改善推進プラン 

 

教科名【理科】 学年【７年】 

  

生徒の状況 

 

・理科への興味・関心が高い生徒が多い。 

・グループワークの際、自分の意見を言える生徒が多い。 

・定期考査の知識・技能分野の正答率は 76.5％、思考・判断・

表現分野の正答率は 69.2％であり、平均点は 73.3 点であっ

た。 

・Chromebook を用い、ミライシードのムーブノートを活用し

授業を行っているが、タイピングスキルも高い生徒が多い。 

指導についての課題 

 

・自然科学に対して興味・関心が高い生徒が多いが、継続してじ

っくり取り組むことが苦手な生徒もいる。集中しやすい雰囲

気をつくっていくことが課題である。 

・科学的なことに興味・関心が高く、積極的に発言する雰囲気が

あるが、取りかかるまでに時間がかかる生徒もいる。個別の声

かけや支援が課題である。 

授業改善に向けての 

具体的な方策 

 

・科学的に探究する力を育成する 

①自然の事物・現象の中に問題を見いだせるよう課題を設定

する。 

②見通しをもって観察・実験などを行えるよう、条件を検討し

実験を計画する活動を多く設定し、主体的に取り組めるよ

うにする。 

③科学的思考力を高めるため、得られた結果を分析して解釈

する活動を行う。 

上述の③の活動をＩＣＴ機器や各種ソフトを用い行う。ＩＣＴ

機器を活用し、意見交流の時間、思考の時間を増やし、分析や解

釈する活動を重点的に行いやすくする。 

 

・定期的に宿題や小テストを課すことで、家庭学習の時間を増 

やし、反復と定着を図る。 

 



授業改善推進プラン 

 

教科名【理科】 学年【８年】 

  

生 徒 の

状況 

 

・基本事項をおおむね理解できている。 

・サイエンスニュースを提示すると、興味を示す生徒が多い。 

・わからない事柄に対して、自分で解決できる生徒はわずかではあるが、わかるまで質

問してくる生徒もいて、授業研究にもやりがいを感じる。 

・練習問題が少しでも難しくなると、諦めてしまう生徒もいる。 

・物理、化学、生物、地学の分野で得手不得手がある。 

・実験の日時、班のメンバー構成など、実験への興味・関心が高い。 

・事前に実験手順を示しているにも関わらず、操作ミスがある。 

指 導 に

つ い て

の課題 

 

・知識及び技能の情報の扱い方に関する事項の平均正解率が低かった。実験データを見

やすい表やグラフに提示する授業を 7 学年から指導している。縦軸・横軸の単位を忘れ

ないようにする理由、グラフで表すことで規則性や関係性など発見するなど科学的思考

を身につけさせる。 

・データがおかしいときでも、改ざんしないで、なぜそうなってしまったかを考察でき

るよう、実験後の授業での振り返りが重要である。 

授 業 改

善 に 向

け て の 

具 体 的

な方策 

 

・分野による苦手意識を改善するため、面白いと感じるよう教材研究に十分時間をかけ、

楽しそうなエピソードを取り入れる。 

・練習問題に取り組くんでいるときは教室を巡回して、言葉をかける（ヒントを出す）

と意欲が高まることもある。 

・事前に動画で実験操作を見せているので、大丈夫だろうと安心しない心構えが必要で

ある。実験や観察の目的を十分に理解できていないことによるので、なぜこの操作が必

要なのか質問をして、考える習慣を身につけ、ノートにメモをとらせる。実験時、ノー

トを必ずもたせる。 

・実験する前に、必ず班で話し合うようにする。班長を中心に測定者は誰が担当するの

か、どの器具は誰が準備するのかなど、一部の生徒に集中しないようにする。 

・実験後のレポート作成の時間を設けて、班で話し合ってレポート作成させたい。記録

をとることに集中していて、目的の達成感が味わえないことがないようにしたい。 

・レポート作成時間を作るため、教員が準備できることはやって置くようにしたい。 

・計算問題は長めに時間をとり、数名の生徒に解答を板書させる。教員が解答するより

注目度が高まり、効果的。 



授業改善推進プラン 

教科名【理科】 学年【９年】 

  

生徒の状況 

 

・1 クラスの人数が４０名であり、教室の中の生徒と生徒の距離がせまい 

なか、授業を集中して受けている。また板書を写すことを丁寧に行うこと

ができている。（ノート点検を学期の終わりに行う） 

・理科室での観察・実験に対してよく説明を聞いて正しく取り組んでいる。 

・観察・実験レポートの記入は丁寧に行い、提出日の期日を守りしっかり 

とできている。 

・授業中に行う練習問題は、わからないところを友達に聞いて解決するこ 

とができている。 

・【令和４年度全国学力・学習状況調査の結果より】本校の平均正答率は 

７４％を示している。しかし、全国と比較して、「情報の扱い方に関す 

る事項」「思考力、判断力、表現力等の書くこと」の２項目が低いので 

今後の学習において改善をしていく。 

指導につい

ての課題 

 

・生徒には、ノートに書くことの大切さを指導するために、板書する活字 

を大きくしたり、絵や図を使って解説を進めていく。 

・解説は、早口にならないように、ゆっくりとわかりやすい単語を使い、 

大切なポイントを押さえていく。 

・教科書は大切なポイントに線を引くなど、後で復習をするときに、教科 

書を読み解くことができるようにする。 

・教科書にある観察・実験はすべて実施して、映像に頼ることなく手や足 

を動かして、生徒同士が協力して何かを成し遂げた成就感をもてるよう 

にする。 

・観察・実験レポートを書くことで、自らの表現力を高めることができる 

ように工夫する。 

授業改善に

向 け て の 

具体的な方

策 

 

・学習のめあてを板書して、ノートに写すように指導し、1 時間単位に行 

 う学習内容を明確にして学習を進める。 

・教科書にある観察・実験をすべて実施できるように授業計画を立ててい

く。 

・観察・実験レポートを書く時間を授業内に設定して、生徒同士が教え合 

い学習ができるようにする。 

・授業の終わりに、「振り返り」の時間を設定して、この時間に学習した 

ことを振り返り、学習内容を文章や絵で表現する。 



授業改善推進プラン 

 

教科名【英語科】 学年【７年】 

  

生徒の状況 

 

・少人数授業実施（２クラス３展開） 

・全体的に授業への取り組みもよく、積極的に発言し、音読

練習やペアワークなど、意欲的に取り組んでいる。 

・表現活動を繰り返し行い、自分のことを英語で相手に伝え

ようとする姿勢が継続的に見られる。書くことが苦手な生徒

でも、話す活動は意欲的な生徒も見られる。 

・Unit ごとの小テストでは、できるだけ簡単な問題にして

いるので、達成感を味わえる生徒も見られる。 

・課題の提出については、発展的な内容に挑戦しているもの

がいる一方、家庭学習が不足している生徒もいる。どんどん

難しくなるので、コツコツと学習する習慣を身に付けさせた

い。 

・ふりかえりシートについては、自分の言葉で学んだことを

伝えられる生徒も増えた。 

指導についての課題 

 

・少人数授業のクラス編成上の工夫（ペアワークでの教え合

い・個に応じた指導） 

・単元テストや定期考査の結果における支援 

・課題提出が不十分な生徒への対応 

・スピーキングテスト導入に向けた対策（継続） 

・教科書本文の音読練習の継続 

・何回も書いて覚えることの練習 

授業改善に向けての 具体

的な方策 

 

・「板橋区授業スタンダード」の継続 

   本時のめあてを明確にする。 

   協同学習を多く取り入れ、表現力を高める。 

   より実践的なスピーキング力を高める。 

・授業では、できるだけ身近な題材を使い、自分自身の考え

を表現できるようにする。 

・少人数授業のクラス編成を工夫し、コミュニケーションを

通して学び合う力を高めるようにする。 

・生徒理解に努め、個に合う支援をしていく。 



授業改善推進プラン 

 

教科名【英語科】 学年【８年】 

  

生徒の状況 

 

・少人数授業実施 

（１２組⇒２クラス３展開、３組⇒１クラス２展開） 

・全体的に授業に集中し、積極的に発言を行い、音読練習やペ

アワークなどのアクティビティーに熱心に取り組んでいる。 

・毎時間行っている Warm Up QA への取組もよく、自分のこ

とを英語で表現し、相手に伝えようとする姿勢が継続的に見ら

れる。 

・Unit ごとのノートまとめでは、英単語や Key Sentence の練

習など、発展的な内容を自ら意欲的に行っている生徒がいる一

方で、家庭学習が不足しており、昨年度からの学習内容が未定

着な部分がある生徒もいる。来年度に向けて、毎日コツコツと

粘り強く学習する習慣を身に付けさせたい。 

指導についての課題 

 

・ペアで教え合いができる少人数クラス編成の工夫 

・単元テストや定期考査での英作文が苦手な生徒への支援 

・家庭学習や課題提出への取り組みが不十分な生徒への small 

step での支援 

・スピーキングテスト導入に向けた対策（Warm Up QA や ALT

とのパフォーマンステストの継続） 

・教科書本文の音読練習の継続 

・教科書の Key Sentence や Practice、新出英単語の書くことの

練習 

授業改善に向けての 

具体的な方策 

 

・本時のめあてを明確に示し、振り返りを行い、板橋区授業ス

タンダードを継続する。 

・Warm Up QA などの協同学習を多く取り入れ、学び合う力や

英語での表現力を高める。 

・ALT を活用し、より実践的な場面を設定して、パフォーマン

ステストを実施する。 

・授業態度や課題提出状況、単元テストやパフォーマンステス

トへの取組を通して、生徒の理解度を把握し、必要な支援を行

う。 



授業改善推進プラン 

教科名【英語科】 学年【９年】 

  

生徒の状況 

 

・少人数授業実施（２クラス３展開） 

・全体的に集中して授業に取り組んでおり、ペアワークなど

の言語活動にも主体的に参加している。 

・毎時間行っているChat活動への取組もよく、英語で表現

し、相手に伝えようとする前向きな姿勢が見られる。  

・ノートまとめは、新出語句を辞書を使って調べる予習と復習

として Key Sentence を中心とした文法事項のまとめを家庭学

習の課題としているが、熱心に取り組む生徒が多く見られる。 

・Unitごとの小テストは新出語句と本文中のKey Sentence

という基本的な問題だが、家庭学習が不足している生徒も

いる。あきらめずに粘り強く学習することを促したい。  

指導についての課題 

 

・教え合いができる少人数クラス編成の工夫。 

・基礎基本の力や課題提出が不十分な生徒への対応。 

・スピーキング活動や、ライティング活動につなげる指導を

繰り返し行い、自分の考えや思いを言語化する練習。  

・スピーキングテストに向けた対策（Chat 活動や ALT とのパ

フォーマンステストの継続と過去問等を使った実践的な学習） 

授業改善に向けての 

具体的な方策 

 

・板橋区スタンダードに則り、授業の最初には Today’s Goal を

示し、最後には Reflection を行うことにより、何を学び、どの

ような力がついたかを意識できるようにする。 

・ICT 機器などを積極的に利用し、生徒の興味・関心を高め、

よりわかりやすい授業を目指す。 

・協同学習を多く取り入れ、学び合う力や英語での表現力を高

める。 

・ノートまとめやUnitごとの小テストを継続的に行い、学

習事項の更なる定着を図る。 

・ALT を活用し、より実践的な場面を設定しての活動や、パフ

ォーマンステストを実施する。 

・教科書の題材に加え、社会的な問題にも目を向け、自分自

身の考えを表現したり、共有したりする場面をつくる。  



授業改善推進プラン 

 

教科名【音楽科】 学年【全学年】 

  

生徒の状況 

 

・全体的に積極的に音楽活動に取り組もう

とする姿勢が見られる。 

・7 年生では、自分の思いや考えを表現する

生徒は少ない。 

・８，９年生は、工夫して音楽表現に生かそ

うとする姿勢が見られる。 

・振り返りでは、自分の考えをしっかりも

っている生徒が多い。 

 

指導についての課題 

 

・音楽活動に対しては積極的であるが、基

本的な音楽用語を理解していない生徒も多

い。 

・振り返りで感じたことを表現に生かすこ

とが苦手な生徒がいる。 

・曲想を感じ取りイメージすることが苦手

な生徒が多い。 

 

授業改善に向けての 具体的な方策 

 

・めあてを明確にするとともに、目標に対

するプロセスを大切にさせる。 

・振り返りを通して他者の考えを取り入れ

るなど幅広く物事を感じ取るように指導す

る。 

・合唱活動では、様々な感じ取り方がある

ことを理解させる。 

 

 

 

 

 

 



授業改善推進プラン 

 

教科名【美術科】 学年【全学年】 

  

生徒の状況 

 

・作業に意欲的で、授業に静かに集中して取り組んでいる。 

・与えられた課題に対して条件に即して自己の持ち味を生かせ

るよう努力している生徒が多い。 

・７学年の生徒に関しては他学年に比べ創作活動の経験が少な

いため、課題の特徴を理解するまでに少し時間がかかる生徒がい

る。 

・「振り返りシート」の記入により、自己の取組を詳しく分析し、

次回での課題を見いだす生徒が増えてきている。 

 

指導についての課題 

 

・生徒が持てる力を十分発揮し、さらに授業に集中して取り組む

ことができるように指導、助言を行う。 

・生徒の苦手分野における課題の傾向をつかみ、的確な助言や指

導方法の工夫を行う。 

・生徒の表現力をより高められる指導と環境整備を行う。 

・机間巡視を徹底し、生徒の意欲がさらに高まるように、必要な

ときに必要な助言や道具等を提供する。 

 

授業革新推進に向け

ての具体的な方策 

※板橋区授業スタンダードを徹底し、継続していく。 

・導入時に本時の「めあて」を確認し、学習内容や達成目標を明

確にする。 

・参考作品やお互いの作品、歴史的な名画等を鑑賞し、視覚的な

読み解く力の向上を図る。 

・「振り返り」の時間を通して、自己の学習の成果を再確認でき

る機会を充実させる。 

・引き続き作業に集中しやすい雰囲気を作っていく。 

 

 

 

 

 



授業改善推進プラン 

 

教科名【保健体育科】 学年【全学年】 

  

生徒の状況 

 

・運動が好きな生徒と苦手な生徒の運動能力差が大きい。 

・意欲的に授業に取り組み、ペアやグループで教え合いながら技

能を高め合おうとする生徒が多い。 

・８-９年生になると授業で学んだ技能ポイントを学習カードに工

夫しながら記入できる生徒が多くなるが、７年生で記入できる

生徒は少ない。 

・７年生は保健の授業で積極的に発言する生徒が多いが、9 年生に

なると特定の生徒の発言が目立つようになる。 

指導についての課題 

 

・男女関係なく、運動能力に応じて学びを深められる授業を展開

すること。 

・生徒が自分の動きを客観的に見て分析し、思考判断力を深めら

れるようにすること。 

・生徒同士の教え合いでは、技能ポイント等を活用させ抽象的で

はなく具体的な言葉で伝えられるようにさせること。 

・保健や体育理論の授業を充実させ、実技の授業と関連付けられ

るようになること。 

授業改善に向けての 

具体的な方策 

 

① 実技単元を実施前にアンケート調査を行い、運動能力別に学習

ペアやグループを設定する。 

② chrome book の動画撮影を活用し、生徒が自分の動きを客観的

に見て、思考判断力を深められる場を多く設定する。 

③ 技能ポイントを３つ以内に絞って指導する。また、生徒が技能

ポイントを暗唱したり、アウトプットしやすいように学習カー

ドに記入欄を設けたりする。 

④ 生徒自身で競技のルールを考えさせ、試合等で運動が苦手な生

徒も楽しめるようにする。 

⑤ 保健や体育理論の授業で実習を行ったり、生活と結びつきのあ

るテーマの調べ学習などを取り入れたり、発表の場を設ける。 

⑥ 板橋区授業スタンダードの徹底。 

 

 



授業改善推進プラン 

 

教科名【技術・家庭科】（技術分野） 学年【全学年】 

  

生徒の状況 

 

・作業、座学ともに集中して意欲的に取り組んでいる。 

・作業で分からないところは生徒同士で教え合いながら進めて

いる。 

・授業終わりに書いている振り返りでは学年が上がるにつれ、

内容が濃く、自分の考えや作業等で気がついたことが書けてい

る。 

・作業が好きな生徒が多い。 

・説明書や写真からどのような構造になっているのかを読み解

くのが苦手な生徒も見られる。 

 

指導についての課題 

 

・一度学習した単元内容の定着不足。 

・作業等の指示の出し方。 

・個別対応が必要な生徒への支援。 

 

授業改善に向けての 

具体的な方策 

 

・単元同士の関わりや繋がりを意識して指導していく。重要な

内容については何度も繰り返し教えることにより、定着を図

る。 

・指示の明確化と単指示（１つの指示に対し伝えたいことを１

つにする）の徹底。作業時に複数の工程の指示を同時に出して

しまうと分からなくなり、作業が滞ることがある。単指示を徹

底するとともに、工程ごとの目標時間を提示し、作業への見通

しを立たせる。 

・「板橋区授業スタンダード」の徹底。 

 

 

 

 

 

 

 



授業改善推進プラン 

 

教科名【技術・家庭科】（家庭分野） 学年【全学年】 

  

生徒の状況 

 

・７学年は全体的に取り組みもよく、積極的に発言し、意欲的

に取り組んでいる。 

・8 学年は活動を中心とした授業では集中できない場面が多

く、指示した作業ができないことがある。座学は集中できて

おり、知識を生活に役立てようとしている様子が見られる。 

・9 学年は真剣に授業に取り組め、表現もできるが授業内での

質問に対して発言できる生徒が大変少ない。 

 

・学んだことを自分の言葉で表現できる。 

・理解ができる生徒とできない生徒との差が大きい。 

 

指導についての課題 

 

 

 

・基本的な学習内容の定着が十分でない生徒への支援を充実

させること。 

・家庭科という教科は、受験のために必要な教科という考え

をもっている生徒がいるため、自らの生活を豊かにできる

教科であることを理解させる指導の工夫。 

・学習内容の定着が十分でない生徒への支援。 

・教科書の内容を十分に理解させること。 

 

授業改善に向けての  

具体的な方策 

 

・学習内容が定着しているか確認。 

・振り返り活動の充実を図る。 

・家庭科が生活に密接に関わり、自らの生活を豊かにできる

教科であることを理解させる。 

① 自立と共生という観点から人との関わりの中で主体

者として自立の道を歩むことを理解させる。 

② 家族や地域の人々、人間として人々と関わることに空

間軸を広げていく。 

・授業内で自分の考えを言葉で表現したり他の人の考えを読

み取ったりする機会を充実させること。 

 



 


