中野区立南中野中学校

南中野中学校（各教科）の特色
◇今年度の各教科の指導の特色を説明します。

現状分析（成果と課題）
分析内容
◇中野区学力調査（５教
各
科で実施）を含めた今
学
年度の生徒の現状を分
年
析します。

授業改善プラン
指導上の課題
◇分析結果に基づ
き、指導上の課題
を示します。

授業改善策
◆課題改善に向けた具体
的な取り組みを示しま
す。

南中野中学校（国語）の特色
◇朝読書の習慣を生かし、読書指導、図書館利用の充実を図り、本に親しむ場を多く設定しています。
◇全校一斉の同一問題による漢字コンテストを年一回夏休み後に実施しています。
◇古典学習の一環として、教科書に出ている古典作品を暗唱させ、古典を身近なものとしています。
◇創作意欲向上のため、読書感想文に全校で取り組んでいます。
◇書写では生徒の作品を廊下に掲示し、互いに鑑賞しあっています。
◇「スピーチ」を授業に取り入れ、話す態度と聞く態度を身に付けさせています。
◇週に１回程度、授業の始めに漢字テストを行い、漢字に関する意欲を高め、確実な定着を図っています。

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

授業改善策

◇中野区学力調査の結果から、教科全体
の到達度は「話す・聞く力」
「読む力」
以外、目標値を上回っています。
◇「話す・聞く力」では、聞き取った情
報 を活 用す るのが 苦手 な生徒 がいま
す。
◇「読む力」では、語彙が乏しく、文脈
に即した読解が苦手な生徒がいます。
◇「言語」では、漢字の書き、文法共に、
きちんと定着している生徒と、苦手な
生徒の差がはっきりしています。
◇「書く力」では、ほとんどの生徒が条
件に合わせて作文することができます
が、長文を書くことに苦手意識をもつ
生徒が若干います。
◇教科の基礎的な力は身に付いていて
も、知識の活用や読み比べなど、応用
を苦手とする生徒がいます。

◇「話す・聞く力」では、集
中して話を聞き、聞き取っ
た 内容を整 理して 活用す
る 力を付け させる 必要が
あります。
◇「読む力」では、語句の意
味の確認をし、文脈に即し
た 内容を読 み取る 力を 付
けさせる必要があります。
◇「言語」では、文法学習、
意味調べ、漢字学習共に家
庭 学習での 定着が 課題で
す。
◇「書く力」では、書きたい
ことを書くだけでなく、主
語と述語のねじれや、文体
の統一など、全文の推敲力
を 高めてい くこと が課題
です。

◆「話す・聞く力」では、毎時間
の授業の中で、学習内容の情報
整理、適切な表現で伝えること
を繰り返し行い、力を付ける指
導を行います。
◆「読む力」では、授業の中で語
句の意味、文の構造や文章全体
の構成を意識させ、内容をまと
める活動を取り入れます。
◆「言語」では、確認テストをく
り返し行い、間違えた箇所の復
習を徹底させます。また、家庭
学習の方法についても指導して
いきます。
◆「書く力」では、条件を明確に
し、目的に合わせた文を書く活
動を授業で取り入れていきま
す。

◇中野区学力調査の結果から、教科全体
の到達度は「言語」以外、目標値を上
回っています。
◇「言語」では、漢字の書き、文法共に、
きちんと定着している生徒と、苦手な
生徒の差がはっきりしています。
◇「話す・聞く力」では、集中して話を
聞き、内容を整理するのが苦手な生徒
がいます。
◇「書く力」では、長文を書くことに慣
れてきましたが、文体の統一、主語と
述語のねじれなど、文章を整えること
に注意が行かない生徒も若干います。
また、作文自体に苦手意識をもち、筆
が進まない生徒が若干います。
◇長文の読み取りは意欲的に取り組みま
す。字数制限や、条件など細部に注意
が及ばず整った答えが完成しない生徒
が若干います。

◇「言語」では、文法学習、
漢 字学習共 に家庭 学習で
の定着が課題です。
◇「話す・聞く力」では集中
して話を聞くこと、情報を
整理して取り入れ、取り出
す 力を身に 付けさ せる必
要があります。
◇「書く力」では書きたいこ
とを書くだけでなく、条件
に合わせた一文、全文の推
敲 力を高め ていく ことが
課題です。
◇「長文読解」では、要約し
たり要旨を抜き出した後、
条 件に合わ せて答 えを整
える「答え方」を確実にす
ることが課題です。

◆「言語」では、繰り返しの確認
テストや課題の定着への工夫を
行います。家庭学習の方法につ
いても、指導していきます。
◆「話す・聞く力」では、毎時間
の授業の中で、学習内容の情報
整理、適切な表現で伝えること
を繰り返し行い、力を付ける指
導を行います。
◆書くことでは、目的、条件を明
確にし、確認しながら書かせ、
推敲する指導を、日常的に行い
ます。また、書いたものを掲示
したり、読み合わせを行い、学
び合いをしながら、推敲したり
表現力を高める指導を行いま
す。
◆「長文読解」では、読み取りの
課題を多角的に行いながら、確
実に作者筆者の文意をとらえる
指導をしていきます。また、
「答
え方」の確認をする指導も行い
ます。

◇中野区学力調査の結果から、教科全体
の到達度はすべての領域において、目
標値をクリアしています。
◇「話す・聞く力」では、聞き手にわか
りやすい話し方を理解し、活用するこ
とが苦手な生徒がいます。
◇「書く力」では、グラフなどを読み取
り内容を文章化する活動を苦手とする
生徒がいます。
◇「読む力」では、手紙やレポートなど
の形式に則した文章の読み取りに苦手
意識をもつ生徒がいます。
◇「言語」では、漢字の書き、文法とも
に、きちんと定着している生徒と、苦
手な生徒の差がはっきりしています。
また、文法に苦手意識をもつ生徒がい
ます。

◇「話す・聞く力」では、場
面 や目的に 応じた 話し方
に はどのよ うな工 夫があ
るかを考えさせ、活用させ
ることに課題があります。
◇「書く力」では、文章を読
んで考えるのではなく、表
やグラフを読み取って、そ
れ について 論じる ことに
課題があります。
◇「読む力」では、あまり読
み 慣れてい ない形 式の文
章 に取り組 ませる 必要が
あります。
◇「言語」では文法学習、意
味調べ、漢字学習共に家庭
学習での定着が課題です。

◆「話す・聞く力」では、授業の
中で、様々な場面や相手、目的
を想定し、話し方の工夫を考え
させる指導を行います。
◆「書く力」では、授業の中で、
表やグラフから読み取れること
を書き出し、内容を文章化する
活動を行います。
◆「読む力」では、手紙やレポー
トなど様々な形式の文章を読
み、形式に沿った書き方を学ぶ
とともに、それぞれの主旨や内
容を読み取る指導を行います。
◆「言語」では、確認テストや課
題の定着への工夫を行い、家庭
学習の方法についても指導して
いきます。

南中野中学校（

社会

）の特色

◇ ワ ー ク や プリ ン ト を使 っ て 学 習 内容 を 繰 り返 し 確 認 し 、学 習 内 容の 定 着 を 図 って い ま す。
◇さまざまな事象についての興味・関心を高めるために、一人一人が自分の意見・感想を考えること
ができるように授業内の発言機会や、宿題での自己表現ができる機会を設定していきます。
◇東京税理士会による「税について」の出前授業を実施し、専門職の方から学ぶことができる機会を
設定しています。
◇日々のニュースや新聞記事による報道に対する、生徒の情報への接し方の指導に力を入れています。
知識や情報量を誇るのではなく、それらを取捨選択する力や活用する力を育てていきます。
◇「健全な批判力」を身に付けさせるため、社会で起きている事象に関する問いを授業内に入れてい
きます。

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

授業改善策

◇中野区の学力調査の結果は、基礎問題
の正答率は目標値や区の平均正答率に
達しています。しかし、活用問題の正
答率は目標値を下回っています。問題
の内容別正答率では、「日本の工業生
産」の正答率が高い一方で、
「世界の中
の日本」で課題がみられ、大きく目標
値を下回っています。
◇領域別正答率においては、
「世界の中の
日本の役割」が目標値を大きく下回っ
ています。
◇観点別正答率では、
「社会的事象への関
心・意欲・態度」の問題が低いです。

◇社会の事象に興味・関心を
も ち、自ら の考え をもた
せ、発言や挙手の機会を増
や していく 工夫が 必要で
す。
◇活用に必要な「知識・理解」
の定着を目指し、復習の内
容 を指導す る必要 があり
ます。
◇授業と休み時間のけじめ
を はっきり させる 授業を
展開する必要があります。

◇中野区の学力調査の結果からは、地理
的分野の「地球の姿をとらえる」、「世
界各地の人々の生活と環境」の正答率
が高い一方で、
「ヨーロッパ州」に課題
がみられます。
◇領域別正答率においては、
「世界の地域
構成」が目標値に達しています。
◇観点別正答率では、
「社会的事象につい
ての知識・理解」が目標値を下回って
います。
◇中野区学力調査からは、
「問題の内容別
正答率」においては、地理的分野の「世
界と比べた日本の人口」、「身近な地域
の調査」
、および歴史的分野全般で区と
全国の正答率を超え、理解が進んでい
ることがわかりました。観点別正答率
でも、全観点に置いて目標値を超えて
います。
◇課題となるのは、
「日本の地域構成」
「日
本の諸地域」で、目標値を約３ポイン
ト下回っているところです。
◇歴史的分野に対する興味・関心は高く、
授 業中 の発 問に対 する 回答も 活発で
す。興味・関心が偏ることなく社会科
の３分野全体について、意欲的に学習
を進め、理解していくことが必要です。

◇授業への取り組みはよい
が、意欲的に発言する人が
特定されています。
◇活用につながる知識の定
着を目指し、単元ごとに関
連 のある復 習の内 容を指
導する必要があります。
◇「資料活用の技能」の分野
で、グラフや地図の読み取
りに課題があります。
◇学年が進行するにともな
い、社会科学習に対する興
味・関心が薄れる傾向にあ
ります。公民的分野では、
特 に経済に ついて その傾
向が見られます。「社会的
事 象に対し て自分 がどう
思うか」という視点を大切
に、具体的事例を教材に取
り 上げて授 業を進 めてい
く必要があります。
◇単元ごとに復習をさせ、
「知識・理解」の基礎の定着
を図る必要があります。

◆映像や音声を用いた教材を活用
し、生徒の興味・関心を喚起さ
せます。自分の意見や考えを発
表する機会を設けます。
◆思考・判断・表現、技能の力を
さらに身に付けさせるためにノ
ート作りの指導を徹底します。
◆地理的分野で「世界の様々な地
域」について、基礎・基本の徹
底を図り、世界と日本の比較、
世界の主な国々について理解を
深める授業を展開します。
◆小テストを実施し、知識の定着
を図ります。
◆生徒の興味・関心を喚起するた
めに、ICT機器等を活用していき
ます。
◆「社会的事象についての知識・
理解」が低いので、ワークやプ
リントを活用し、学習内容を整
理していきます。発問を工夫し、
生徒自身の意見を発言する時間
を設定していきます。
◆小テストを実施し、知識の定着
を図ります。
◆外部講師を招いた授業や視聴覚
教材を利用して理解を深めさ
せ、ゲーム形式の教材を利用し
てグループ学習や話し合い学習
をとおして、自分の意見や考え
を発表することでより理解を深
めさせます。
◆思考・判断・表現、技能の力を
さらに身に付けさせるためにノ
ート作りの指導を徹底します。
◆復習のプリント等を利用して繰
り返し身に付けさせる指導を実
施します。
◆入試問題を紹介していくことで
知識の活用方法を伝えていきま
す。

南中野中学校（数学）の特色
次の３点を特に意識しながら日々の活動を進めています。
（１）計算は、反復練習に力を入れ、速く、正確に解く力を養います。
（２）数量の関係や図形の性質などを考察し、見いだしたことは根拠をもって表現する力を育みます。
（３）数学的な考え方で解決できる問題に積極的に取り組ませ、数学の楽しさを実感させます。
◇１，２年は、習熟度に応じた少人数授業により、基礎・基本の確実な定着と、個に応じた指導の充実を図っています。
◇教科書だけではなく、生徒の日常生活にも関連した題材を教材化し、活用しながら授業を進めています。
◇授業では、互いの考え方を尊重し、よりよい解決策を検討したり、発表しあったりする環境づくりに努めています。
◇夏季休業中には補習学習を行い、学習内容の深化・補充を図っています。

現状分析（成果と課題）
分析内容

１
年

指導上の課題

授業改善策

◇多くの生徒が積極的に授業に参加し発
言も多いです。毎日の家庭学習の課題
も意欲的に取り組んでいます。
◇中野区学力調査において、校内平均正
答率は、目標値をほぼ上回っている、
ま たは 同程 度の結 果が 得られ ていま
す。活用観点でも目標値を大幅に上回
っており、思考判断力、表現力ともに
一定の定着が見られます。基礎的な技
能の定着をより一層図り、より多くの
問題に取り組む機会を充実させます。

◇少人数習熟度別授業にお
け る効果的 な指導 法 及び
教材の工夫が必要です。
◇家庭学習を習慣付けるた
め の課題の 作成が 必要で
す。
◇苦手な生徒が多い小数・分
数 をいろい ろな領 域で考
え させる指 導の実 施 が必
要です。
◇誤答の場合の 直しをさせ
る指導が必要です。

◆少人数習熟度別授業を利用して
毎時間多くの生徒の考えを聞
き、皆で考える時間を作ります。
◆放課後に補習を行い、個別に勉
強方法をアドバイスし、わから
ない問題を一緒に解決していく
場面を設定します。
◆多様な考えが見いだせる課題の
設定や説明する場面・発表する
場面を意図的に設定し、思考
力・表現力の育成を図ります。

◇多くの生徒は授業の取組がよく、まじ

◇少人数習熟度別授業にお

◆少人数習熟度のよさを最大限活

めに参加しています。反面、二極化傾

け る効果的 な指導 方法及

用した授業を展開していきま

向も見られ、課題への取り組みやノー

び 習熟度に 応じた 教材の

す。また、関心・意欲を高める

トの使い方について課題がある生徒も

工夫が必要です。

導入教材を取り上げていきま

います。

２
年

３
年

授業改善プラン

◇中野区学力調査において、校内平均正
答率は、目標値をほぼ上回っている、
ま たは 同程 度の結 果が 得られ ていま
す。ただし、区平均正答率と比べると
ほとんどの項目で数値が若干低くなっ
ています。活用観点の思考判断力につ
いては一定の定着が見られますが、数
学的な技能や知識理解には課題が見ら
れます。基礎基本の一層の定着が必要
です。

◇多くの生徒は授業への取組は大変よ
く、まじめに参加しています。自分の
意見や考えを積極的に発言していくこ
とに課題が見られます。
◇中野区学力調査において、校内平均正
答率は、目標値をほぼ上回っている、
ま たは 同程 度の結 果が 得られ ていま
す。特に数学的な技能では目標値を大
幅に上回っているも多く、計算が定着
していると考えられます。課題として
は、思考・判断力や知識理解の定着、
見方考え方の育成であり、数学を活用
する力を付けていくことが必要である
と考えます。

◇数学を特に苦手とする生
徒の関心・意欲を高め、基

す。さらに個別に応じたアドバ
イスをしていきます。

礎 基本を定 着させ るため

◆放課後に補習を行い、個に応じ

の 指導方法 の工夫 が必要

た勉強方法を探り、理解しづら

です。

い問題等を一緒に解決していく

◇繰り返し練習を通して、基
礎 的な計算 力の定 着をさ
せ るための 指導の 工夫が
必要です。また、誤答の場
合 の直しを させる 指導が
必要です。
◇文章問題をよく読んで、内
容を理解し、表・図などに
整 理し筋道 を立て ていけ
るような表現力・思考力を
育てる必要があります。
◇問題をいろいろな方法で
解いていくこと・途中式を
書くこと・見直しをしてい
く ことを授 業中に 指導す
る必要があります。
◇基礎問題では苦手な生徒、
発 展問題で は好き な生徒
ど ちらにも 解く喜 びを与
え るプリン トを作 成する
必要があります。

場面を設定します。
◆多様な考えを見いだすことので
きる課題の設定や説明する場
面・発表する場面を意図的に設
定し、思考力・表現力の育成を
図っていきます。
◆文章問題に慣れるような簡単な
問題から複雑な問題の教材の開
発をします。また、文章の関係
を表・図などに表し解法の仕方
を助言していきます。
◆学力の定着と家庭学習の定着を
図るために、課題プリントを週
４回出し、確認して返却します。
◆ 基 礎 学力 が 定 着し て いない 生
徒・補習希望の生徒のために長
期休業中に補習授業を実施しま
す。

南中野中学校（

理科

）の特色

◇１、２年生の授業の一部では 1 学級 2 展開の少人数授業を行い、個別実験を行うなどきめ細かな指
導を行います。
◇学力向上アシスタントや観察・実験アシスタントを配置し、個別支援や観察実験の授業の充実を図
っています。
◇視聴覚機器やパソコンを活用し、わかりやすい授業を心がけています。
◇授業の内容をノートにまとめ直すことで、知識の定着を図っています。
◇ワークシートやノートを定期的に回収・評価して、継続的な学習への意欲付けを行っています。
◇教科書の課題実験だけでなく、発展的な実験を多く行い、観察力、実験力を高めます。
◇重要な実験機器の取り扱いについてパフォーマンステストを実施し技能の定着を目指しています。
◇単元末にワークを行うことで、知識理解度の把握・自己評価を行っています。

現状分析（成果と課題）
分析内容

１
年

２
年

３
年

◇理科に関する興味・関心が高く，基礎
的知識が定着している生徒が多い。
◇中野区の学力調査では、平均正答率が
全領域的に区の平均程度またはそれ以
下ではあります。しかし水溶液の範囲
に関しては、区の平均を上回っていま
す。全体的にみますと、生物・地学分
野のほうが正答率は高いです。
◇観点別正答率を見ますと、「思考判断」
「知識理解」は区の平均を超えていま
す。
◇観察・実験への意欲・関心が高く、与
えられた課題を一生懸命取り組むこと
ができています。
◇中野区学力調査では、
「光・音・力」の
単元はほとんどの問題で正答率が目標
値を超えています。
◇正答率が区の目標値とほぼ同じ程度の
問題が多いですが、
「植物の分類」や「状
態変化」など 20％近くも下回っている
問題もあります。
◇記述式問題の無解答率が 50％を超えて
いる問題もあります。
◇目の前の課題に対して、高い意欲で取
り組むことができています。家庭での学
習習慣も定着しつつあります。
◇中野区の学力調査では、各単元正答率
を区の目標値と比較すると、「化学変化
と原子・分子」が 2.3％上回っています
が、「動物の生活と生物の変遷」では
7.4％下回っています。単元によって、
理解度・習熟度にばらつきがあることが
わかります。
◇観点別正答率を見ますと、
「観察・実験
の技能」は、区の目標値を上回っていま
すが、
「自然事象についての知識・理解」
は下回っています。

授業改善プラン
指導上の課題

授業改善策

◇目に見えない分野「物理」
などを、どのようにして目
に 見えるよ うに工 夫をす
るのかが課題です。
◇知識・理解はあるものの問
題 文に対し てどの ような
答 えが必要 になっ ている
の かという プロセ スを構
築 していく 必要が ありま
す。

◆目に見えない事象を絵や数式で
表したり、イメージをする工夫
を行ったりしていきます。
◆言葉の意味だけをとらえるので
はなく、理由や原理を踏まえ理
解させる活動を増やしていきま
す。

◇問題によって極端に正答
率 が低くな ってい ること
から、単元毎の理解度・定
着 度の確認 が徹底 されて
いません。
◇生徒が思考した内容をワ
ークシート等へ記述・表現
する機会が少ないです。

◆小単元毎に小テストやノート・
ワークチェックを定期的に行
い、生徒のつまずきに対して早
期に対応できるようにします。
◆授業中に知識を活用する課題へ
の取組を増やしたり、思考した
ことを表現する機会を多くした
りすることで、表現力を養って
いきます。

◇「消化酵素」「電磁誘導」
と いった語 句を答 える問
題 が軒並み 正答で きてい
ないことから、各単元の基
礎 基本とな る知識 理解を
復習させることや、定着さ
せる「繰り返し学習」をし
て いくこと が足り ていま
せん。

◆授業最初の 5 分間を用いて小テ
ストやワークシートチェック等
を行います。このことにより、
授業ごとの形成的評価を細かく
実施し、生徒の定着度を常に把
握します。
◆月に 1 回のペースで復習単元テ
ストを行い、家庭学習を中心に
復習する習慣の定着をはかりま
す。

南中野中学校（

音楽

）の特色

◇学校行事（合唱コンクール、卒業式、入学式等）で合唱をする場面で、クラス合唱、学年合唱、全校合唱
を行っています。
◇和楽器の筝に各学年取り組み、簡単な奏法を身に付けさせます。
◇器楽（アルトリコーダー）の練習は親しみやすい曲を課題にし、意欲的に練習しています。

現状分析（成果と課題）

１
年

分析内容
◇意欲的に歌唱に取り組んでいる
生徒が多くみられます。
◇プリント学習の取組には、個人
差があります。
◇鑑賞や器楽の授業に熱心に取り
組んでいます。

授業改善プラン
指導上の課題
◇意欲を技術（男声、ア
ルトの音程やリズム、
響きのある発声法）の
向上につなげていく
必要があります。
◇器楽の基礎の奏法を
親しみやすい曲で確
実に身に付けさせま
す。

◇意欲的に歌唱に取り組んでいる
生徒が多いです。表現しようと
する能力を向上させる意欲をさ
らにもたせていく必要がありま
す。
２ ◇提出物は改善が見られますが、
年
内容をさらに充実させることが
必要です。
◇鑑賞や器楽の授業には熱心に取
り組んでいます。

◇意欲を技術の向上に
つなげていく必要が
あります。
◇パート練習の内容を
工夫させ、表現技術の
向上を目指します。
◇器楽の課題を確実に
習得させます。

◇歌唱への意欲が高くなり、熱心
に取り組む生徒が増えてきてい
ます。表現しようという意欲が
技術の向上につながっていま
す。
３ ◇定期考査の取組が前向きになっ
年
てきています。
◇器楽（アルトリコーダー）では
基本の奏法はほとんどできてい
ます。

◇自分の声で表現でき
ることの幅をさらに
広げられるようにし
ます。
◇定期考査の学習のポ
イントを着実につか
ませます。
◇器楽の課題を確実に
習得させます。

授業改善策
◆演奏するべき音をなるべ
く早く覚えられるように、
１回１回の音に集中させ
ます。また、上級生の合唱
や範唱から学ぶ場面を増
やし、自分の歌唱技術の目
標をもたせます。
◆振り返りしやすい学習シ
ートを工夫し、定期テスト
の学習に役立たせます。
◆一人ずつ音を出させる機
会をもち、基本練習を確実
に行わせます。
◆演奏するべき音をなるべ
く早く覚えられるように、
１回１回の音に集中させ
ます。範唱から学ぶ場面を
増やし、自分の歌唱技術の
目標をもたせます。
◆振り返りしやすい学習シ
ートを工夫し、定期テスト
の学習に役立たせます。
◆親しみやすい教材を課題
として練習させます。
◆合唱コンクールの練習を
通して、表現の工夫するべ
きポイントを伝えます。
また、楽譜の知識を理解さ
せ、それを表現できるよう
にさせていきます。
◆振り返りやすい学習シー
トを工夫し、定期テストの
学習に役立たせます。
◆練習の機会を何度も設け
ます。

南中野中学校（

美術

）の特色

◇基礎となる知識・技術を身に付け、根気強く丁寧に制作し、思い描いたものを高次元で実現することにより、表現する喜び
を味わう事を目指しています。
◇作品完成後には相互鑑賞会を行ない、お互いの作品のよさを発見し、伝え合うことにより制作意欲の向上につなげられる
ようにしています。
◇対話による鑑賞授業を取り入れ、作品を深く味わい美術に親しむ工夫をしています。
◇美術ファイルを作り、過去のワークシートや資料、テストを振り返り復習ができるようにしています。
◇木彫刻の授業では継続性、発展性のある題材で、段階的に質の高い作品作りができるようにしています。
◇ポスター制作ではインターネットを活用し調べ学習をして、課題を正しくとらえて制作ができる工夫をしています。
◇作品鑑賞や導入スライド、デジカメを活用した制作などＩＣＴを積極的に取り入れた授業を行っています。
◇校内作品展、美術室や廊下の展示で多くの作品に触れる機会をつくり、制作意欲が高まるようにしています。

現状分析（成果と課題）

授業改善プラン

分析内容
◇小学校から図工が好きだった生
徒が多く、美術に対しても好奇
心と期待をもって授業に臨んで
います。
１ ◇発言が積極的だが、落ち着かな
年
い部分もあります。
◇地道に丁寧な作業を続けること
が苦手で、集中力が続かない生
徒がいます。

指導上の課題
◇美術に対する関心の
高さを維持しつつ、授
業規律を徹底し、落ち
着いて話を聞き、丁寧
な作業ができる環境
を作り上げる必要が
あります。

◇落ち着いた授業を実施できてい
ます。殆どの生徒が真面目に制
作に取り組めています。
◇単純作業で成果が実感できる事
に対して意欲的に取り組むこと
ができていますが、丁寧な作業
や考えて取り組む事に対して集
中力が無く、苦手意識をもって
２
年
います。
◇作業に飽きてくると、雑談をす
る生徒が見られます。

◇丁寧な作業をするこ
とによってどんな成
果が得られるか体験
させる必要がありま
す。授業の中で主体的
に考える取組も積極
的に取り入れるべき
だと思われます。
◇大切な指示をポイン
トをおさえて聞かせ
る工夫が必要です。
◇授業規律を守り、誰も
が集中して作業でき
る環境をつくる必要
があります。

◇意欲的に授業に参加し、集中し
て制作に取り組む生徒が殆どで
す。作品にはそれぞれ努力と工
夫が見られます。
３
年 ◇話をきちんと聞く習慣が身に付
いており、指示に従って真面目
に制作をすることができます。

◇より深い制作活動が
できるように、柔軟な
発想で幅広い表現へ
の挑戦を促すような
指導の工夫が必要で
す。

授業改善策
◆課題を丁寧に取り組む事
による成果をスライドや
掲示物、生徒作品の例示に
より視覚的に示し、作業意
欲の持続を図ります。
◆写真資料などを多用する
ことによって作品の具体
的イメージ、制作の見通し
が立てやすいようにしま
す。
◆授業の段階ごとに作品の
チェックをし、スモールス
テップで作業した成果を
実感し、確認できるものに
します。
◆導入、ポイントの指導、鑑
賞会などでパワーポイン
トやスライドを積極的に
活用し、関心を持って指示
が頭に入るようにします。
◆１つの作品について制作
期間を短くし、作品数を増
やすことによって、集中力
の持続が難しい生徒も最
後まで集中して制作でき
るようにします。
◆導入のスライド資料でよ
り多くの資料、作例、を活
用し、制作前のワークシー
トと作品作りを通じて自
分を見つめることができ
るような工夫をします。

南中野中学校（保健体育：男子）の特色
◇集団行動やラジオ体操を年間を通して実施します。
◇体力向上のため、授業導入時のランニングやトレーニングに力を入れます。
◇ダンス（南中ソーラン）は、運動会で３年生が３年間の積み重ねの成果を発表します。
◇毎時間の授業記録表の記入や授業カードの活用で、生徒一人一人がよく考えて授業に取り組めるようにします。
◇１時間中の生徒一人一人の運動量をできるだけ多く確保する授業展開を工夫します。
◇中野区が推奨するフラッグフットボールを各学年取り組みます。

現状分析（成果と課題）
分析内容

１
年

◇集団行動の基本的習慣が身に付いてい
ない生徒や、話を聞くことができない
生徒がいます。
◇意欲的に取り組める生徒とそうでない
生徒の差が大きいです。
◇基礎体力が不足している生徒や運動能
力が低い生徒がいます。
◇筆記試験では学習方法がわからない生
徒が多く得点が伸びていません。

２
年

◇集団行動の基本的習慣が身に付いてい
る生徒と集中力が欠けやすい生徒に差
があります。
◇意欲的に取り組める生徒が多く、しっ
かりと話しを聞く態度が身に付きつつ
ありますが、集中力が足りない生徒も
います。
◇この１年間で基礎体力も徐々について
いますが、持久力、柔軟性、敏捷性、
スピード、持久力、跳能力、投能力が
不足しています。
◇昨年の筆記試験では、取組の甘さから
基礎知識が身に付いておらず、定期試
験での得点が伸びませんでした。

３
年

◇集団行動の基本的習慣が身に付いてい
る生徒と集中力が欠けやすい生徒に差
があります。
◇生徒一人一人の意識の変容から、意欲
的に授業に取り組んでいます。
◇この２年間で基礎体力が付き、区平均
より高い傾向ですが、柔軟性などは低
い傾向にあります。
◇部活動を引退すると体力が落ちる傾向
があります。
◇筆記試験では、意欲的に取り組んでお
り、定期試験の得点が伸びてきました。

授業改善プラン
指導上の課題

授業改善策

◇集団行動の意識付けが必
要です。
◇きちんと話を聞ける体勢
づくりが必要です。
◇個々の生徒のもつ課題の
明確化が必要です。
◇基礎体力をより高めるた
め トレーニ ングの 工夫が
必要です。
◇運動に対する知識･理解が
し っかりと 身に付 いて い
な い生徒が 多く い るので
記 録表に書 かせて 確認す
る必要があります。
◇きちんと話を聞ける体勢
づくり必要です。
◇集中するために、互いに声
か けをして 場の雰 囲気を
察知し、判断力を養うよう
にする必要があります
◇個々の生徒のもつ課題の
明確化が必要です。
◇基礎体力をより高めるた
め トレーニ ングの 工夫が
必要です。
◇運動に対する知識･理解の
繰り返しが必要です。

◆集団行動や話を聞く姿勢作りを
繰り返し行っていきます。
◆授業中や授業記録表に教師から
のアドバイスや生徒同士のアド
バイスを実施する事で、個々の
課題をはっきりとさせます。
◆体ほぐし運動と基礎体力、基礎
筋力を高める運動を毎時間実施
していきます。
◆授業中に前時の確認をすること
や再テストを行うことで知識･
理解の定着を図ります。

◇自己の体力や運動に関心
をもち、課題をはっきりさ
せることが必要です。
◇課題解決のために、自ら考
え行動する、思考力や判断
力を養うことが必要です。
◇基礎体力をより高めるた
め トレーニ ングの 工夫が
必要です。
◇運動に対する知識･理解の
繰 り返しの 徹底が 必要で
す。

◆落ち着いて話を聞く姿勢作りを
繰り返し行っていくと共に、生
徒同士の注意やアドバイスに力
を入れ、自分たちから集中して
授業に取り組む姿勢を身に付け
させます。
◆授業中や授業記録表に教師から
のアドバイスや生徒同士のアド
バイスを実施する事で、個々の
課題をはっきりとさせます。
◆体ほぐし運動と基礎体力、基礎
筋力を高める運動を毎時間実施
していきます。
◆授業中に前時の確認をすること
や再テストを行うことで知識･
理解の定着を図ります。
◆自己の能力に応じた運動の機会
を与え、興味・関心を高め活動
させていきます。
◆授業中や授業記録表に教師から
生徒同士のアドバイスを実施す
る事で、個々の課題をはっきり
とさせ、課題解決に必要な思考
力や判断力を養います。
◆体ほぐし運動と基礎体力、基礎
筋力を高める運動を毎時間実施
していきます。
◆授業中に前時の確認をすること
や再テストを行うことで知識･
理解の定着を図ります。

南中野中学校（

保健体育：女子

）の特色

◇集団行動やラジオ体操などを年度当初に身に付けさせ、授業規律を確立します。
◇ダンス（南中ソーラン）は、運動会で３年生が３年間の積み重ねの成果を発表します。
◇毎時間の授業記録表の記入や授業カードの活用で、生徒一人一人がよく考えて互いに助言し合い、言語活動を充実させた授
業を行えるようにします。
◇１時間中の生徒一人一人の運動量をできるだけ多く確保する授業展開を工夫します。

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

授業改善策

◇意欲的に授業に取り組めています。
◇体力の要素では、筋力、柔軟性、投能
力、瞬発力・全身持久力が不足してい
ます。
◇全体的に落ち着いて話を聞くことがで
きていますが、説明した内容が理解で
きず、その動きをイメージすることが
できない生徒がいます。

◇話をより理解するために
記 録を書か せて確 認する
必要があります。
◇運動経験が少ない生徒が
多 くいるの でトレ ーニン
グ方法の工夫が必要です。
◇運動に関する知識・理解を
し っかりと 身に 付 けさせ
るため、記録表やノートに
書 かせて確 認する 必要が
あります。

◇意欲的に授業に取り組めない生徒がい
ます。
◇落ち着いて話を聞くことはできます
が、集中力が少し欠けています。その
結果、同じ質問をすることが多々あり
ます。
◇全体的に運動能力は平均的です。
◇体力の要素では、柔軟性、投能力が不
足しています。持久力は個人差が大き
く、能力の高い生徒と低い生徒が二極
化しています。
◇昨年実施した定期テストでは学習方法
が身に付いていない生徒がいました。
学習の成果を発揮した生徒と、学習不
足の生徒との差がありました。
◇全体的に意欲的に授業に取り組む姿勢
が多く見られます。
◇体力の要素では、柔軟性・投能力が不
足しています。全身持久力は東京都平
均値よりやや高いです。
◇全体的に運動能力は高いです。
◇自分たちで考え、話し合いながら学習
活動に取り組むことができます。
◇定期テストでは学習方法が身に付き、
勉強の成果を発揮した生徒と、勉強不
足の生徒との差がありました。

◇話をしっかりと理解でき
ない生徒がいるので、理解
す るまで確 認する 必要が
あります。
◇基礎体力が不足する生徒
が多くいるので、様々な運
動 の特性を 捉えた トレー
ニングの工夫が必要です。
◇運動に関する知識・理解が
し っかりと 身に付 いてい
ない生徒が多くいるので、
テ ストを踏 まえて 指導す
る必要があります。

◆授業中の集合や話を聞く姿勢作
りを繰り返し行い、身に付けさ
せます。
◆授業中や授業記録表での反省に
対する個々へのアドバイスを実
施する事で、課題をはっきりと
させます。
◆体ほぐし運動と体力を高める運
動を毎時間実施し、基礎体力が
身に付くようにします。
◆ノートに身体の動きやポイント
を書かせ、知識･理解が身に付く
よう取り組ませます。
◆授業規律を徹底させます。
◆各単元ごとの目標を明確にする
ことや、個々の課題をはっきり
とさせることで様々な運動の特
性を理解させます。
◆基礎体力を高めるため、身体ほ
ぐし運動と補強運動を毎時間実
施し、筋力・全身持久力が付く
ようにします。
◆授業中での授業記録表や小テス
トの実施などを繰り返し行うこ
とで、知識・理解の定着を図り
ます。

◇話をしっかりと聞くこと
はできますが、理解できな
い生徒がいるので、理解す
る まで確認 する必 要があ
ります。
◇集中するために、互いに声
か けをして 場の雰 囲気を
察知し、判断力を養うよう
にする必要があります。
◇運動に関する知識・理解が
し っかりと 身に付 いてい
ない生徒が多くいるので、
テ ストを踏 まえて 指導す
る必要があります。

◆リーダーを中心に自ら授業に臨
む姿勢を徹底させ、授業規律を
徹底させます。
◆お互いにアドバイスをし合い、
各単元の目標を意識した活動が
自らできるようにします。
◆基礎体力を維持し、個々の能力
に応じて課題を設けることで、
調整力や巧緻性を高めます。
◆授業中での授業記録表や小テス
トの実施などを繰り返し行うこ
とで、知識・理解の定着を図り
ます。

南中野中学校（ 技術 ）の特色
（１） ものづくりやパソコン実習など、実践的な作業を伴う授業を多く取り入れることにより、授業
に対する興味・関心を高め、考える力を養い、問題解決能力の育成を図ります。
（２） 作業の進め方や工具の使用法など、情報分野にかかわらずすべての分野で、ＩＣＴ機器を活用
し、わかりやすい授業を行います。
（３） パソコンやスマートフォン、携帯電話の使用法を日常生活の中の問題点と絡めながら、情報モ
ラルや情報活用能力を育成していきます。
（４） ものづくりの実習の中で、資源の有効利用やエネルギー問題など環境教育を実践していきます。
〈主な指導内容〉
１年 … 木材を使ったＣＤボックス製作、ＰＣの活用（図形処理）
２年 … 電気のしくみ、エネルギーの活用と変換、ｴｺｷｭｰﾌﾞﾗｼﾞｵ製作、ＰＣの活用（文書作成）
３年 … 栽培、ＰＣの活用（文書作成応用・表計算・ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱの活用）
、マグカップ製作

現状分析（成果と課題）
分析内容
◇立体を想像し、イメージする力が苦
手な生徒が見られます。

１
年 ◇生活の中で自らものを作ったり、こ
われたものを直したりという経験
が少なくなり、工具の種類や使用法
を知らない生徒が多く見られます。
◇普段の生活の中で、待機電力やエネ
ルギーの浪費に対して関心があま
りないように思われます。

２
年 ◇インターネットやメール、ＳＮＳか
ら得られる情報を、安易に信用して
しまう傾向があります。

授業改善プラン
指導上の課題

授業改善策

◇立体を空間的にとらえ
られることが必要です。

◆立体の展開のイメージを想
像しやすくなるよう、ICT 機
器を活用して視覚的に展開
図を示し想像力を高めます。
◆家庭において身近な修繕箇
所や危険なところなど問題
点を気づかせ、その解決法を
生徒に考えさせながら問題
解決能力を養っていきます。
◆化石燃料の可採年数を理解
し、原子力発電の是非や新た
なエネルギー政策について、
生徒自ら考えさせ論じさせ
ます。
◆情報の真偽を確かめる方法
や、情報の検証を行う授業を
展開し、メディアリテラシー
を身に付けさせます。

◇生活の中で活用できる
実技実習を心がけ、工具
の使用法や修理の方法
などを習得させること
が必要です。
◇生活の中の無駄に消費
しているエネルギーを
探り、省エネの気持ちを
養うことが必要です。
◇１つの情報だけを信用
せずに、様々なメディア
や信用できる情報を自
らが確認することが必
要です。

◇小学校時、アサガオやヘチマの栽培
を経験していますが、家庭で農作物
の栽培を経験している生徒は少な
く、土いじりや害虫駆除に抵抗を示
す生徒が見受けられます。

◇私たちが食べている作
物はすべて、手入れや世
話を行うことにより、立
派に実らせることがで
きることを経験により
学ぶことが必要です。

◇素早く作品を製作させ、ある程度完
成してしまうと、それ以上の工夫を
あきらめてしまう生徒が見受けら
れます。

◇自分では気が付かない
作品の問題点に気付か
せ、改善させるなど、さ
らに工夫やアイデアの
創造性を伸ばすことが
必要です。

３
年

◆世話や手入れを行った作物
と、全く行わなかった作物を
比較し、成長の度合いを実際
に確かめることにより、食品
として適した農作物を作る
ことの苦労と大切さを学び、
自分で育てるおもしろさを
経験させます。
◆個々の技能にあわせた到達
目標を自分自身で設定し、時
間のある限り修正・工夫を行
い完成作品を相互評価させ
ることで、さらなる技能向上
を図ります。

南中野中学校（

家庭

）の特色

◇落ち着いた授業環境である現状を踏まえ、「話しをしっかり聞く」「課題に集中して取り組む」
「達成感を味わえる」習慣を身に付けさせます。そのためには、
①
②
③

生き生きと生活を楽しめる工夫ができる生徒
意欲的に自らの課題を探りだそうとする生徒
自分の周囲の生活環境について前向きな実践を創造できる生徒
以上の生徒の育成を目指します。
また、具体的な各学年の手立てとして
１年生・・・食物について理解した実習計画から「調理実習」を実践し、家庭での課題を達成します。
２年生・・・衣服の簡単な手入れと補修を実践し、住生活でも使える「非常用持ち出し袋」を製作します。
３年生・・・自分自身の成長を振り返るレポートを作成することで、家族とのかかわりや
幼児の体や心の発達について理解し、幼児と安全に遊べる「おもちゃ」を考え製作します。
以上の具体的な目標が達成できるよう取り組み、南中野中学校の家庭科の特色とします。

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

授業改善策

◇小学校からの流れを受けて、
「食物」

◇自分の食生活を振り返

◆高い意欲関心を活かした指

を扱う「食生活と自立」を最初に計画

る授業から、現在食べてい

導計画を立て、さらに家庭での

しました。食への興味・関心を強くも

る食品への興味関心を高

実践につながる指導をしてい

めさせることが必要です。

きます。

１ って積極的に取り組めています。
年

家庭でも自分で献立から
考え、調理できる課題を考
えさせることが必要です。

◇製作に入ると集中して活動できる

◇手先や体を動かす体験

◆家庭での実践へつながる楽

生徒も多く、製作を通して達成感を味

的な実習時間の工夫を考

しい課題を考え、手や体を動か

わうことができます。住生活に関連し

え、経験を増やして技術を

す体験を多く取り入れた実践

向上させ家庭での実践が

を増やします。

２ た非常用持ち出し袋を製作すること
年
で、積極的に防災に対して考えること

できるように考えさせる

ができます。

ことが必要です。

◇自分自身の成長を振り返るために

◇幼児が安全に楽しめる

◆おもちゃ製作の過程で、教師

乳幼児期について家族から話を聞く

おもちゃを考え、製作する

からの声かけや助言を多く増

など積極的に取り組めています。もの

ために、自分の成長過程を

やし、作品への工夫や製作への

３ づくりに関心が高く、一人一人が質の
年 高い乳幼児のおもちゃ作りへの取組

思い出し、幼児について基

努力が表現できるように取り

礎的な理解をさせる必要

組ませます。また保育園との連

があります。

携をとり、実際の幼児の様子を

に期待がもてます。

知ることで、関心を高めさせま
す。

南中野中学校（英語）の特色
◇１、２年生は、１クラス２展開の少人数・習熟度別授業を実施しています。
◇基礎コースは、反復練習を行うことにより、教科書の内容理解と文法力の強化を目標にしています。
◇標準コースは、表現活動を取り入れながら、教科書の内容理解に加えて、標準的な課題に取り組む力を付
けることを目標にしています。
◇夏休みには夏期補充教室を行っています。
◇希望者を募って、本校を会場にした実用英語技能検定（英検）を年３回、実施しています。

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

授業改善策

◇どの生徒にも関心・意欲が見られ、積
極的に学習に取り組む姿勢が見られま
す。
◇小学校での学習を活かして、積極的に
英 語を 使お うとい う姿 勢が見 られま
す。
◇「書くこと」の練習不足から、つづり
の間違いが見られます。
◇文法を体系的にとらえ、応用すること
にまだ不慣れです。
◇定着のプロセスが確立していない、学
習の進め方が定着していない生徒が見
られます。
◇「予習」→「授業」→「復習」のサイ
クルが習慣化されてきている生徒が増
えてきました。
◇中野区学力調査ではほとんどの項目で
目標値、区内平均値に達していました
が、
「場面に応じての英作文」において
平均を下回りました。様々な場面を設
定したアクティビティ等を授業内によ
り取り入れていく必要があります。
◇文法を体系的にとらえ、表現すること
にまだ不慣れです。

◇「予習」→「授業」→「家
庭学習」→「定着の確認」
→「補習」のサイクルを確
立する必要があります。
◇ワークシート等を使用し
て、体系的な捉えに慣れる
必要があります。
◇英語を使うことに積極的
な 環境を作 る必要 があり
ます。

◆副教材の活用、授業内で変化を
もたせる、等工夫しながら、積
極的な英語の使用を引き続き推
奨、支援していきます。
◆単元ごと単語・基本文テストを
行い、学習の定着度をフィード
バックします。
◆ワークシート等を活用し、既習
事項と関連付けながら違いを捉
えられるよう工夫していきま
す。
◆外国人講師を活用しスピーチ活
動を積極的に取り組みます。
◆自作ワークシート、ワークブッ
ク等を使用して 1 年からの基
礎・基本の定着を徹底させます。
◆英作文の指導においても、しっ
かりと場面設定を行い、イメー
ジをもたせるようにしていきま
す。
◆対話文を中心とした実践的なア
クティビティを積極的に取り組
んでいきます。
◆外国人講師を活用し、スピーチ
活動を取り入れていきます。

◇「予習」→「授業」→「定着の確認」
のサイクルがほとんどの生徒に確立さ
れています。
◇最上級生として上級学校進学を見据
え、意欲的な授業態度で臨んでいる生
徒が多く見られます。
◇中野区学力調査では、経年比較した際
に、今年度の平均正答率はほとんどの
項目で上がっています。ただし、区平
均正答率と比べると数値が若干低くな
っています。基礎基本の一層の定着が
必要です。
◇同アンケート調査では、
「英語の文章は
音読をするようにしている。
」の項目に
おいて「よくあてはまる」と答えた生
徒の数が、区の平均値を上回りました。
授業時の音読指導をさらに充実させま
す。

◇基礎力のいっそうの定着
と 同時に応 用力を 身に付
け ていける ような 授業を
展 開してい く必要 が有り
ます。
◇入試でのリスニング問題
に 対応する ことが できる
聞 き取る力 をさら に 向上
さ せる授業 作りを してい
きます。
◇習得した文法、語彙を用い
て 意欲的に 英語で コミュ
ニ ケーショ ンを図 ろうと
す る態度の 育成 が 必要で
す
◇スピーチ活動にも力を入
れていく必要があります。

◇個別の学習の定着状況を
定 期的に確 認する 必要が
あります。
◇学んだ文法事項を体系的
に捉えるだけではなく、場
面 設定をし たうえ でアウ
ト プットし ていけ る授業
作りをしていきます。
◇“Show & Tell”等のスピ
ー チ活動に も力を 入れて
いく必要があります。

◆ 本 文 につ い て のＱ ＆ Ａを通 し
て、聞き取る力、文法力、会話
力のいっそうの向上を目指しま
す。
◆音読指導の仕上げとして教科書
本文の暗唱を班ごとに実施しま
す。
◆Oral Practice というワークシー
トを単元毎に作成し、既習の英
文を繰り返し使うことで、イン
プットの量を増やします。
◆長文問題に取り組ませ、応用力
実践力を付けていきます。
◆各セクションの小テスト、単元
テストを実施し、学習の定着状
況を確認します。
◆外国人講師を活用し、スピーチ
活動を取り入れていきます。

