
１．全体計画 中野区立南中野中学校

授業改善の視点

指導内容・指導方法の工夫 教育課程編成上の工夫 評価の工夫 校内研究・研修の工夫 小学校との連携 家庭・地域との連携

◎授業改善プランを

策定し、指導方法

の見直しを進め、

分かる授業を実践

する。また、言語活

動を通した活用型

授業の充実に努

め、思考力・判断

力・表現力の向上

に努める。

◎数学は全学年での

少人数習熟度別指

導、英語は１・２年で

の少人数指導と３

年での少人数習熟

度別指導、理科は

２・３年での少人数

指導を取り入れた

指導を実施する。

◎全教員が参考資料

を活用し、校内研

修等で評価規準の

作成・評価方法な

どの工夫改善を行

い、指導と評価の

一体化を図る。

◎指導と評価の一体

化・明確な目標の

ある授業と深い学

びの実現に向け

て、授業検討の機

会を設け、互いの

授業を見合い学び

あう。

◎オープンキャンパ

ス・乗り入れ授業・

小中連携交流活動

を通して指導の連

携を図る。特に、数

学(算数)・英語に

ついては、交流を

通して、指導の一

貫性の向上に努め

る。

◎定期的に学校公開

を行い、保護者アン

ケートや地域の方

からの授業評価を

実施し、評価内容

を授業改善に反映

させる。

学力向上に向けた任期付短時間勤務教員の活用

◎授業の補助・巡回、特別支援教室「サザンウインド」「サザンステップ」での指導および個別支援を行う。

◎放課後学習教室「さざんゼミ」では基礎基本の定着と学習習慣の確立を目指し、個に応じた学習支援を行う。

令和４年度授業改善プラン

学校教育目標

人権尊重の精神を基調とし、知性と感性に富み、心身ともに健全で、人間性豊かな生徒の育成を目指す。

◎ 自ら学び、考え、実践できる人になろう（賢く）

◎ 思いやりのある、心豊かな人になろう（優しく）

◎ 心身共に、逞しい人になろう（逞しく）

令和４年度学校経営方針（学力向上に関わる要点）

【経営モットー】ＦＯＲ ２０５０ ～考えを交流し、深め合う学校を目指して～

<課題> 主体的・対話的で深い学びの実現、基礎・基本の徹底、家庭学習の習慣化
【成果指標】⑴「家庭で学習(予習)している」と感じる生徒 ６０％以上

「自分の学力は向上している」と感じる生徒 ６５％以上

⑵「家庭で毎日学習している」と感じる保護者 ４５％以上

⑶「中野区学力調査の目標値」を達成する生徒 ７０％以上

「国・都学力調査」 都平均以上

指導の重点（本校の捉える「確かな学力」）各教科の指導の重点

特別活動の指導の重点

道徳教育の指導の重点

総合的な学習の時間の指導の重点

令和４年度授業改善プラン

◎自己有用感に裏付けられた自己肯定感の醸成を図る。

◎３年間の系統的な進路計画に基づき、自己理解を深めるこ
とや、２０５０年代の未来に向けて自らの生き方を考える
ことを通して、キャリアパスポートの作成を進め、主体的
に進路を選択する力を育成する。

◎全教員が授業規律確立のための協同実践に取り組み、より
良い学習環境を生み出すとともに、生徒一人ひとりの学ぶ
姿勢の定着を図る。基本的な生活習慣の形成・定着を図る
とともに、家庭・地域・関係諸機関との連携を密にし、社
会規範を守る指導を徹底する。

◎将来に渡って逞しく生きるための知識や

教科学習で身に付けた力が生かされるよ
う、横断的・探求的な学習を充実させ、
自ら課題を発見し解決する力を養う。

◎学年・学級活動の充実を図り、課題発見・
解決に向けての意見交換を通して、相互

に認め合い、高めあうことのできる人間
関係づくりに努めるとともに、地域に貢
献できる生徒を育成する。

◎教科書を中心とし、主体的・対話的
で深い学びとして、南中スタンダー
ド(四人班話し合い活動)を取り入れ
た全教員によるローテーション授業
を実施する。

◎各教科の指導計画及び評価計画に基づい
て指導と評価の一体化を図る。

◎「中野区学力にかかわる調査」や「東京
都児童・生徒の学力を図るための調査」

「全国学力学習状況調査」の結果を活用
し、指導方法の見直しを進め、授業改善
プランを策定し、分かる授業を実践する。

また、各教科の指導において、言語活動
の充実及び主体的・対話的で深い学びの
視点からの授業改善に努め、思考力・判

断力・表現力の更なる向上に努める。

◎数学・英語において、全学年で習熟度別少

人数指導を実施し、基礎的・基本的な知

識・技能を確実に定着させる。また、習熟度

の進んでいる生徒には発展的な学習に取

り組ませる。理科においては２・３年で少人

数指導やＴＴによる指導を取り入れ、個別

指導を展開し、基本的な観察・実験技能を

確実に習得させる。

キャリア教育の重点 生活指導の重点

◎「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指し、生徒の

意見発表や話合い活動、レポートや論文の作成等の指導

に力を入れ、全て教科で更なる言語活動の充実を図る。

◎家庭と連携し家庭学習ノートの取組で学習習慣の定着

を図る。

◎学習支援員等を活用し、放課後・長期休業自習教室等を

実施し、基礎・基本を身に付けさせる。

◎ＩＣＴ機器を用いた学習と従来の学習活動を組み合わ

せたニューノーマルの学習モデルの実現を目指した授

業改善を進め、ＩＣＴ機器の効果的な活用等により、学

ぶ意欲や課題を解決する力、コミュニケーション能力の

育成に努める。

◎読書活動の充実と学校図書館指導員を活用した学校図

書館の計画的な利用により、生徒の学習活動や読書活動

の充実を図る。また、一日１０分以上の読書時間を確保

している生徒６５％、生徒一人当たりの学校図書館年間

貸出冊数１０冊以上を目指す。



２ 各教科における授業改善プラン

（１）国語科

【中学校】

現状分析 授業改善プラン

１
年

区学力調査の結果の分析 具体的な授業改善案（手だて）

○目標値達成生徒 68.6％

〇全体、基礎・活用分野とも目標値より高い結果が出ています。

〇「知識・技能」「思考・判断・表現」とも目標値を超えています。

〇「情報の扱い方」と「読むこと」が目標値より高いです。

◇漢字の知識、意図に応じて話の内容を捉える力、表現の効果を

考える力、指定の長さで文章を書く力をつけることが課題です。

◎主体的・対話的で深い学びを意識しながら、

次のことを実施します。

◆学習漢字の読み書き練習と小テスト。

◆意見発表や作品の評価の話し合い活動。

(スピーチ・本のＰＯＰ・書写作品など）。

◆文章構成や授業前後の感想の比較などのため

の、メモや記録の積極的な活用。

◆小作文・意見文・感想文の書き方指導。

◆語彙や知識の予習。（オンライン・ワーク等）

授業における課題

◇小学校で履修した学習漢字の定着を図ること。

◇スピーチや聞き取りから話の内容を捉えること。

◇各単元・教材を読んでの感想や考えを適切に表現するための知識

を深め、話したり書いたりすること。

◇字数を決めて意見や感想を書くこと。

２
年

区学力調査の結果の分析
◎主体的・対話的で深い学びを意識しながら、

次のことを実施します。

◆常用漢字を適切に使う指導。

◆学習して得たことや考えを表現する活動。

◆情報を活用し、出典を明らかにして説明する

活動。

◆スピーチや聞き取りをもとに、質問や助言を

する活動。

○目標値達成生徒 68.2％

〇全体、基礎・活用分野とも目標値より高い結果が出ています。

〇「知識・技能」「思考・判断・表現」とも目標値を超えています。

〇「我が国の言語文化に関する事項」と「書くこと」が目標値より

高いです。

◇漢字の知識、場面と描写を結び付けた内容の解釈、複数の情報を

関連させて考える力、話題や展開を捉えながら話し合い、互いの

発言を結び付けて考えをまとめる力をつけることが課題です。

授業における課題

◇常用漢字を書き、文や文章の中で使うこと。

◇観点を明確にして文章を比較し、文章の構成や論理の展開、表現

の効果について考えること。

◇目的に応じて複数の情報を整理しながら適切な情報を得て、内容

を解釈すること。

◇論理の展開などに注意して聞き、話し手の考えと比較しながら、

自分の考えをまとめること。

３
年

区学力調査の結果の分析
◎主体的・対話的で深い学びを意識しながら、

次のことを実施します。

◆読解や知識の定着と予習・復習。

（ワーク・オンライン学習）

◆聞き取りテストの実施。

◆論理の組立や構成を考えた文章表現活動。

◆図表や文章の情報に基づく意見のまとめと

話し合い活動。

◆個々の課題の振り返り。（オンライン学習）

○目標値達成生徒 68.8％

〇全体、基礎・活用分野とも目標値より高い結果が出ています。

〇「知識・技能」「思考・判断・表現」とも目標値を超えています。

〇「言葉の特徴や使い方に関する事項」と「書くこと」が目標より

高いです。

◇用言の活用の知識、聞き取りの力、説明的文章の読み取り、情報

を基に自分の考えを表現する力を磨くことが課題です。

授業における課題

◇文法のうち、用言や助動詞の活用についての復習を進めること。

◇聞き取りや説明的文章の読解において、論理の展開や流れについ

て考える練習を重ねること。

◇図表や文章から読み取った情報の表現方法について確認すると

ともに、読み取った内容を基に自分の考えを表現すること。

現状分析を受けて、３年間を通して国語科で身に付けさせたい力とその方策

☆知識及び技能の学習においては、日常の言語活動を振り返ることなどを通して、生徒が実際に話したり聞いた

り書いたり読んだりする場面を意識できるような指導の工夫を行います。

☆生徒がコンピュータや情報通信ネットワークを活用したり、学校図書館を目的をもって利用したりすること

で、その機能を活用できるようにする指導の工夫を行います。



（２）社会科

【中学校】

現状分析 授業改善プラン

授業における課題（生徒の実態・教師の指導上の課題） 具体的な授業改善案（手だて）

１
年

＜生徒の実態＞

○授業に主体的・意欲的に取り組む生徒が多くいます。

○定期考査の結果から、思考力・判断力・表現力の高

い生徒が多く見受けられます。

＜教師の指導上の課題＞

◇授業で理解しても、知識の定着につながらないこと。

◎主体的・対話的で深い学びを意識しながら、

次のことを実施します。

◆予習・および授業当日のまとめノート作り。

◆ＩＣＴを活用したわかりやすい授業展開。

２
年

＜生徒の実態＞

○授業に主体的・意欲的に取り組む生徒が多くいます。

＜教師の指導上の課題＞

◇知識の定着や、資料を読み取ってから考えを深める

こと。

◎主体的・対話的で深い学びを意識しながら、

次のことを実施します。

◆基礎的知識の定着と考える力を養う取組。

（小テストなど）

◆ＩＣＴを活用したわかりやすい授業展開。

３
年

＜生徒の実態＞

○基礎的な知識の定着が進み、授業ではプリント活用

やグループ活動に意欲的に取り組んでいます。

＜教師の指導上の課題＞

◇資料を読み取って考えを深め合うこと。

◇基礎知識の定着

◇習得した知識の活用と、資料を読み解く力の定着。

◎主体的・対話的で深い学びを意識しながら、

次のことを実施します。

◆学習内容を復習する機会の確保。

（資料・課題の Googleclassroom 掲載）

◆基礎的な知識の定着と資料の読み取り演習。

◆生徒同士による解き方の意見交換や教え合い。

現状分析を受けて、３年間を通して社会科で身に付けさせたい力とその方策

☆どの学年にも知識の定着や知識を活用して資料を読み取ることに課題のある生徒が多いため、基礎的な知識や

調査・諸資料から様々な情報を効果的に調べまとめる力を身につけさせることができるよう、ＩＣＴを活用し、

わかる授業を展開するのと同時に、計画的に小テストを実施します。

☆授業の中で資料を読み取ったり、生徒同士で議論しながら考えを深める活動を充実させます。



（３）数学科

【中学校】

現状分析 授業改善プラン

１
年

区学力調査の結果の分析 具体的な授業改善案（手だて）

○目標値達成生徒 64.5％

○おおむね目標値以上の結果が得られています。

〇「知識・技能」「思考・判断・表現」とも目標値を超えて

います。

〇「数と計算｣｢図形｣｢変化と関係」は目標値を超えています。

◇「小数・分数の計算｣｢平面図形｣｢平均・場合の数｣｢比と比

例・反比例｣｢データの活用」が課題です。

◎主体的・対話的で深い学びを意識しながら、

次のことを実施します。

◆演習と考える時間の充実。
(デジタル教科書・タブレットの活用)

◆基礎計算の定着と考える問題への挑戦。

◆少人数授業・発展コース向け課題の設定

◆基礎的な理解度の確認(単元テスト)

・補習が必要な生徒への基本内容の演習。

・理解が進む生徒への考える課題の充実。

授業における課題

◇基礎内容の知識・技能の確実な定着

◇発展的な学習や考える学習への挑戦を通して、関心を高め

ていくこと

２
年

区学力調査の結果の分析 ◎主体的・対話的で深い学びを意識しながら、

次のことを実施します。

◆演習と考える時間の充実。
(デジタル教科書・タブレットの活用)

◆基礎計算の定着と考える問題への挑戦。

◆少人数授業・発展コース向け課題の設定

◆基礎的な理解度の確認(小テスト・レポート)

・補習が必要な生徒への基本内容の演習。

・理解が進む生徒への考える課題の充実。

○目標値達成生徒 64.5％

○おおむね目標値以上の結果が得られています。

〇「知識・技能｣｢思考・判断・表現」とも目標値を超えてい

ます。

◇「正の数・負の数｣｢比例・反比例｣｢空間図形｣｢データの散

らばりと代表地｣｢関数」が課題です。

授業における課題

◇基礎内容の知識・技能の確実な定着と、発展的な学習や考

える学習への挑戦を通して、関心を高めていくこと

３
年

区学力調査の結果の分析 ◎主体的・対話的で深い学びを意識しながら、

次のことを実施します。

◆演習と考える時間の充実。
(デジタル教科書・タブレットの活用)

◆基礎計算の定着と考える問題への挑戦。

◆少人数授業・発展コース向け課題の設定

◆基礎的な理解度の確認(単元テスト)

・補習が必要な生徒への基本内容の演習。

・理解が進む生徒への考える課題の充実。

○目標値達成生徒 75.0％

○おおむね目標値以上の結果が得られています。

○知識・技能｣｢思考・判断・表現」とも目標値を大きく超え

ています。

◇「連立方程式｣｢1 次関数｣｢証明｣｢データの分布」に課題が

あります。

授業における課題

◇基礎内容の知識・技能の確実な定着と、発展的な学習や考

える学習への挑戦を通して、関心を高めていくこと

現状分析を受けて、３年間を通して数学科で身に付けさせたい力とその方策

☆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。

☆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。

☆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。

習熟度別少人数指導の充実に向けて

☆基礎的な内容から発展的な内容まで各コースの生徒の実態に応じて、適切に教材を活用します。

☆少人数授業により机間指導など丁寧に行い、個に応じた指導を行います。



（４）理科

【中学校】

現状分析 授業改善プラン

授業における課題（生徒の実態・教師の指導上の課題） 具体的な授業改善案（手だて）

１
年

＜生徒の実態＞

○おおむね授業に集中して取り組めています。

○定期考査の結果から、思考力が問われる問題の記述

がよく解けています。

＜教師の指導上の課題＞

◇理科用語や用語の意味の説明。

◎主体的・対話的で深い学びを意識しながら、

次のことを実施します。

◆生徒同士での理科用語の説明と基礎の確認。

◆ＩＣＴ活用による、協働的な問題解決学習。

２
年

＜生徒の実態＞

○おおむね授業に集中して取り組めています。
○定期考査の結果から、知識に関する問題は全体的に
正答率が高かったです。

＜教師の指導上の課題＞
◇計算力の向上。
◇実験計画を立てる際の見通し。

◎主体的・対話的で深い学びを意識しながら、

次のことを実施します。

◆計算が必要な授業での個別指導の工夫。
◆ＩＣＴ活用による、生徒の学習活動の共有と、

見通しある実験の取組ができる環境づくり。

３
年

＜生徒の実態＞

○全体的に授業に集中して取り組めています。

○定期考査の結果から、基本的な知識・技能を身に付

けることができています。

○より発展的な考えや疑問をもつ生徒がいます。

＜教師の指導上の課題＞

◇難しい内容に取り組む集中力の醸成。

◇家庭での学習習慣の定着。

◎主体的・対話的で深い学びを意識しながら、

次のことを実施します。

◆話し合い活動の充実と考える授業の展開。

◆調べ学習の時間の確保。（タブレット活用）

◆ドリルや問題集による自主学習課題の提示。
（タブレット活用）

現状分析を受けて、３年間を通して理科で身に付けさせたい力とその方策

☆基礎知識をしっかりと身に付けた上で、観察・実験のなどを整理・分析し、解釈・考察し、説明する資質・能

力を身に付けさせたいです。そのためにすべての生徒の理解を重視し、細やかな指導を行うことで基礎知識を

身に付けさせ、実験・観察で目的を意識させるように指導し、考察する時間を十分に設けます。

☆考察の書き方を指導し、評価をつけた後にフィードバックし、次の実験につなげます。



（５）音楽科

【中学校】

現状分析 授業改善プラン

授業における課題（生徒の実態・教師の指導上の課題） 具体的な授業改善案（手だて）

１
年

＜生徒の実態＞

〇授業では、指揮の表現活動において、強弱の表現意図を

もって身体表現する技能を自在に扱う生徒が多くいます。

〇和楽器の演奏に興味をもち、基礎的な奏法を身に付けて

音楽表現する生徒が多くいます。

＜教師の指導上の課題＞

◇鑑賞において、音楽を「音形」や「音色」の視点をもって

知覚することの定着。

◎主体的・対話的で深い学びを意識しながら、次のこと

を実施します。

◆例を挙げての、記述や観賞の仕方の提示。

◆自己の肯定と他者の尊重につながる意見交流の時間

の確保。

２
年

＜生徒の実態＞

〇授業では、鑑賞の中で学んだ知識を生かしたリズム打ち

（表現活動）において、知識の応用・発展に積極的に取り

組んだ生徒が多くいます。

〇和楽器演奏では、両手の奏法を身に付け、積極的に表現

する生徒が多くいます。

＜教師の指導上の課題＞

◇発展的な音楽表現に挑戦すること。

◎主体的・対話的で深い学びを意識しながら、次のこと

を実施します。

◆技能の到達目標の細分化

・段階を踏んだ発展的な内容への挑戦。

・興味のある段階への挑戦。

・扱う技能の選択肢を増やすこと。

３
年

＜生徒の実態＞

〇授業では、鑑賞、器楽、歌唱の分野で、既習内容を活用し、

音楽表現に生かす生徒が多くいます。

〇他者との協働的な学習スタイルが定着し、より発展的な到達

目標をたてることができています。

＜教師の指導上の課題＞

◇音楽表現が「強弱」や「音色」に集中し、「テクスチュア（重なり

方）」と「旋律」について知覚する技能の定着。

◎主体的・対話的で深い学びを意識しながら、次のこと

を実施します。

◆テクスチュアと旋律の知覚を生かした音楽表現。

・楽譜の音符のつながり方の観察。

・作曲家の表現意図の感知。

・自分なりの表現意図をもつことと工夫

現状分析を受けて、３年間を通して音楽科で身に付けさせたい力とその方策

☆全学年の生徒が音楽に関心・意欲をもって主体的に学習しているので、身につけた技能を違う分野で活用した

り、２年、３年と学年が上がっても活用・応用し、発展的な内容に深められるよう、既習の学習内容について

ICT を活用して様々な場面で再掲示し、生かし方の例を提示します。

☆生徒同士の意見交流や技能のサポート等による協働的な学びの時間を意図的に確保して、自己だけではなく他

者と深めあう学習になるよう努めます。



（６）美術科

【中学校】

現状分析 授業改善プラン

授業における課題（生徒の実態・教師の指導上の課題） 具体的な授業改善案（手だて）

１
年

＜生徒の実態＞

○授業では、活発に取り組む生徒が多くいます。

○デッサンや基礎的な絵の具の使い方などを身に付け、モチ

ーフの明暗や質感、特徴を観察し、写実的な表現、構図の

取り方や面白い視点をもつよう努力している生徒が多くい

ます。

＜教師の指導上の課題＞

◇集中力ある取組

◇生徒一人ひとりに作品制作の見通しをもたせること。

◎主体的・対話的で深い学びを意識しながら、次のこと

を実施します。

◆作品制作の見通しがもてる目標の提示と工夫。

・スライド・画像・動画などによる説明の明確化

(ＩＣＴの活用)

２
年

＜生徒の実態＞

○授業では発言や質問が多く、意欲的に取り組む生徒が多く

います。

○テーマに沿った制作のための鑑賞や、効果的なメッセージ

や意図の伝え方の工夫に取り組む生徒が多くいます。

＜教師の指導上の課題＞

◇集中力ある取組と道具の片付け。

◇生徒一人ひとりに作品制作の見通しをもたせること。

◎主体的・対話的で深い学びを意識しながら、次のこと

を実施します。

◆生徒が授業に集中できる環境整備。

・片付け場所の明記や置き方の工夫

◆規律ある授業作り。

・道具や時間の使い方やルール厳守の徹底

３
年

＜生徒の実態＞

○授業では、意欲的に、かつ、集中して取り組む生徒が多く

います。

＜教師の指導上の課題＞

◇自画像の制作におけるマスクの着脱など、抵抗感を取り除

くこと。

◇長期にわたる作品制作における説明の重複への対応。

◎主体的・対話的で深い学びを意識しながら、次のこと

を実施します。

◆ものの見方や考え方に幅をもたせる工夫。

◆説明内容をいつでも確認できる環境の整備

（プリント・ＩＣＴの活用）

◆主題を基にした創造的な制作を実行する工夫。

現状分析を受けて、３年間を通して美術科で身に付けさせたい力とその方策

☆全学年とも積極的に制作に取り組んでいるので、その意欲をさらに伸ばしていきます。

☆作品を制作した後には相互鑑賞の時間を取り入れ、生徒同士が感想や意見を交換する学習ができるようにし、

言葉で表現出来るような時間を増やしていきます。



（７）保健体育科

【中学校】

現状分析 授業改善プラン

授業における課題（生徒の実態・教師の指導上の課題） 具体的な授業改善案（手だて）

１
年

＜生徒の実態＞

〇授業では、意欲的に取り組んでいる生徒が多くいます。

○体育的行事に意欲的に取り組み、体力向上に努めています。

○保健への関心が高く、話し合い活動などを通じて、主体的に学

習に取り組めています。

＜教師の指導上の課題＞

◇体育が苦手な生徒と得意な生徒の「二極化」への対応。

◇授業規律の徹底。

◎主体的・対話的で深い学びを意識しながら、次のこと

を実施します。

◆スモールステップでの課題を設定し、技能レベルに応じ

た学習活動。

◆時間の厳守、挨拶やメリハリのある授業展開による授業

規律の醸成。

◆実技の動画撮影や視聴など、ＩＣＴを用いた授業の工夫。

２
年

＜生徒の実態＞

○授業では、意欲的に取り組む生徒が多いです。

○体育的行事へ意欲的に取り組み、体力向上に努めています。

○保健への関心が高く、話し合い活動などを通じて、主体的に学

習に取り組めています。

＜教師の指導上の課題＞

◇発展的な技能の習得。

◇グループの話し合い活動の参加への対応。

◎主体的・対話的で深い学びを意識しながら、次のこと

を実施します。

◆スモールステップでの課題を設定と技能レベルに応じた

学習活動。

◆話し合い活動を含めての、ＩＣＴを用いた授業の工夫。

◆授業内容の精選と身に付けるべき力の確立。

３
年

＜生徒の実態＞

○授業などに意欲的に取り組み、技能レベルの高い生徒が多い

です。

○体育的行事へ意欲的に取り組み、体力向上に努めています。

○保健への関心が高く、話し合い活動などを通じて、主体的に学

習に取り組めています。

＜教師の指導上の課題＞

◇発展的な技能の習得。

◇グループ活動での教え合いや他の生徒の動きの見取りから、

他者にアドバイスする力の醸成。

◎主体的・対話的で深い学びを意識しながら、次のこと

を実施します。

◆スモールステップでの課題を設定し、技能レベルに応じ

た学習活動。

◆話し合い活動を含め、ＩＣＴを用いた授業の工夫。

◆相互評価などの時間を多めに取り入れることでの、生徒

同士の学び合いの時間の確保。

現状分析を受けて、３年間を通して保健体育科で身に付けさせたい力とその方策

☆全体的に意欲的に取り組む生徒が多い現状から、何事にもチャレンジさせ、発展的な技能を身に付けさせます。

そのために、他者の動きから自己や仲間の課題を発見し、思考・判断したことを言葉や文章などで表したり、

他者に伝えたりする活動を多く取り入れます。

☆男女共習での学習もいかし、男女の違いを認め、一人ひとりの課題に応じた挑戦を大切にしようとする取り組

み方が身に付くよう指導します。

☆保健の授業から、体力向上の必要性や、疾病の予防など、生涯を通してスポーツに関わることのできる知識を

身に付けさせるように指導します。

☆体力テストの記録向上に向けて、特に投力を高める活動を増やします。授業の導入の段階で、ボール運動を積

極的に行い、筋力の向上や体の使い方を覚えさせるように指導します。



（８）技術・家庭科

【中学校】

現状分析 授業改善プラン

授業における課題（生徒の実態・教師の指導上の課題） 具体的な授業改善案（手だて）

１
年

【技術】

＜生徒の実態＞

○授業では、概ね前向きに取り組んでいます。

＜教師の指導上の課題＞

◇小学校の時の知識を活用しながら、現在の学習に結び付け

ること。

【家庭】

＜生徒の実態＞

○授業では、概ね前向きに取り組んでいます。

＜教師の指導上の課題＞

◇学習への興味関心の深化と教科準備の定着。

◎主体的・対話的で深い学びを意識しながら、次のこと

を実施します。

【技術】

◆前時の授業の振り返りと技術力の定着につながる学

習活動。

◆興味関心を引き出す教材開発。

【家庭】

◆早めの授業準備の促進と魅力ある教科内容の実践。

２
年

【技術】

＜生徒の実態＞

○授業では、概ね前向きに取り組んでいます。

＜教師の指導上の課題＞

◇今までの知識を活用しながら、現在の学習に結び付けるこ

とが難しい生徒がいます。

◇自ら進んで課題を見つけることが難しい生徒がいます。

【家庭】

＜生徒の実態＞

○授業では、概ね前向きに取り組んでいます。

＜教師の指導上の課題＞

◇裁縫実習における、玉結び、玉留め、並縫いなど基本的な

技術の習得。

◎主体的・対話的で深い学びを意識しながら、次のこと

を実施します。

【技術】

◆興味関心を引き出す教材開発と提示。

◆作業中の机間指導の徹底と的確なアドバイスの励行。

【家庭】

◆調理実習など、実技におけるＴＴ(ﾃｨｰﾑﾃｨｰﾁﾝｸﾞ)体制

づくり。

３
年

【技術】

＜生徒の実態＞

○授業では、基本的なことによく取り組んでいます。

＜教師の指導上の課題＞

◇発展的に考え、問題点を見つけることに課題があります。

【家庭】

＜生徒の実態＞

○全体的に授業姿勢は良いように感じます。

＜教師の指導上の課題＞

◇限られた時間の中で知識や技能を身につけること。

◎主体的・対話的で深い学びを意識しながら、次のこと

を実施します。

【技術】

◆生徒同士の意見交流と協働する場面の設定。

◆創造力の向上。

・個々が身に付けた知識技能の作品への具体化

【家庭】

◆家庭でできる、やりがいを感じる教材作りの励行。

現状分析を受けて、３年間を通して技術・家庭科で身に付けさせたい力とその方策

☆技術・家庭科を自らの生活課題と関連づけながら、主体的に問題解決に取り組み、積極的に学ぶ姿勢を身に付

けさせていきます。

☆生徒同士が協働する場面を増やし、自らの考えを広げ深める機会を実現していきます。

☆自らの思いや考えをもとに創造する力を身に付けさせていきます。

☆一つでも多く知識や技能が身に付くよう、ICT 機器を活用し、生徒が見てわかる授業に取り組んでいきます。



（９）外国語科
【中学校】

現状分析 授業改善プラン

授業における課題（生徒の実態・教師の指導上の課題） 具体的な授業改善策（手だて）

１
年

＜生徒の実態＞

○「聞くこと」、「話すこと」を中心とした学習経験を活か

して、積極的に英語を使ってコミュニケーション活動に

取り組もうという意欲的な生徒が多くいます。

◇苦手意識の克服。

＜教師の指導上の課題＞

◇「書くこと」経験不足や練習不足から、音声とつづり、

発音の定着。

◇「読むこと」本文の暗唱を用いての、文字と音の定着。

※区学力調査未実施

◎主体的・対話的で深い学びを意識しながら、次のことを実

施します。

◆pairwork、patternpractice、interview 活動や ALT との

共同授業などを通しての積極的な英語の使用場面の設定。

◆定着度の確認と授業へのフィードバック。

(２問テスト・単元テスト)

◆表現力や伝え合う力の向上。 (ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ活動)

◆既習文法事項の一層の定着

(自作ﾜｰｸｼｰﾄ・ﾃﾞｼﾞﾀﾙ教材の活用)

◆授業前道具点検と、inter-action による円滑な授業開始。

◆基礎基本の定着に課題のある生徒の指導。（さざんゼミ）

◆図書館にある多読用図書の活用。

現状分析 授業改善プラン

２
年

区学力調査の結果の分析 具体的な授業改善案（手だて）

○目標値達成生徒 69.2％

○３文以上の英作文は目標値を超えています。

○リスニングは内容を問わず目標値を上回っています。

◇場面に応じて書く英作文は目標値を大きく下回っています。

◎主体的・対話的で深い学びを意識しながら、次のことを

実施します。

◆言語活動やＡＬＴとの共同授業などを通しての、積極的

な英語の使用場面の設定。

◆さまざまな設定を用いての、場面に応じた英語表現。

◆定着度の確認と授業へのフィードバック。

(２問テスト・単元テスト)

◆リテリングテスト・コミュニケーションテストの実施。

◆基礎基本の定着に課題のある生徒の指導。（さざんゼミ）

◆図書館にある多読用図書の活用。

授業における課題

◇１年の学習内容の定着。

◇学んだことを復習する機会の提供。

◇英語使用により考えを伝える取組。

◇生徒同士の教え合い、学び合いの環境整備。

◇「読むこと」実態に応じた音読の取組の工夫、文字と音の

つながりの意識した反復練習。

３
年

区学力調査の結果の分析 ◎主体的・対話的で深い学びを意識しながら、次のことを

実施します。

◆言語活動やＡＬＴとの共同授業などを通しての、積極的

な英語の使用場面の設定。

◆さまざまな設定を用いての、場面に応じた英語表現。

◆定着度の確認と授業へのフィードバック。

(２問テスト・単元テスト)

◆リテリングテスト・コミュニケーションテストの実施。

◆リスニング能力の向上、スピーキングの練習、文法内容

の復習。（東京都グローバルスタジオの活用）

◆基礎基本の定着に課題のある生徒の指導。（さざんゼミ）

◆Kahoot!・padlet･quizlet などの ICT 教材の活用。

◆図書館ににある多読用図書の活用。

○目標値達成生徒 70.8％

○全体的に、目標値を大きく上回っています。

○長文読み取りと英作文は、目標値を大きく超えています。

◇リスニング(内容理解)に課題があります。

授業における課題

◇1年時・2年時の学習内容の定着。

◇「話すこと」会話テストなどの即興的な会話において、英語で充

分に表現することの定着。

現状分析を受けて、３年間を通して外国語科で身に付けさせたい力とその方策
☆英語を話すことに小学校の時から慣れ親しんでいた中学 1 年生と慣れていない中学３年生で即興的な会話を行うこ
とにおいて、差があることが分かった。三年間を通して、文法規則、スペルを間違えないことの大切さなどを通し
て、正確性を身に付けさせるとともに、言語産出の機会をたくさん作ることにより、英語で話すことへの抵抗感を
減らし、流暢(りゅうちょう)さを身に付けさせたい。

少人数指導の充実（実施校）に向けて
☆少人数指導では、一人、一人に発話する機会を作ることを大切にします。また、座席の配置として習熟度が高い生徒と低い
生徒を近くに配置することによって、手助けを得やすい環境を作ります。

ＡＬＴの活用の工夫
☆ＡＬＴは、言語活動のファシリテーターとなるだけでなく、コミュニケーションテストのテスト監督、試験問題作
りを行います。
また、放課後にＡＬＴと話す機会を作ります。



（1０）特別の教科 道徳

【中学校】

現状分析 授業改善プラン

授業における課題（生徒の実態・教師の指導上の課題） 具体的な授業改善案（手だて）

全
学
年
を
と
お
し
て

＜生徒の実態＞

○南中スタンダード(四人班話し合い活動）を軸にした授業で

は、多くの生徒が他者の話をよく聞き、資料などから内容

項 目について考えを深め、意見共有によって自他の意見

を比べ、取捨選択しながら、ワークシートに考えを記入で

きています。

＜教師の指導上の課題＞

◇コロナ禍で減少した意見共有の機会の設定。

◇意見共有ソフト・アプリの活用。

◇デジタル資料など、教材の有効活用。

＜継続する授業の工夫＞

●南中スタンダード継続実施

（生徒の積極的な意見交換等の主体的・対話的で深

い学び）

＜教師の指導上の課題＞

◆タブレット活用による意見共有の実践。

（コラボノート、Google スプレッドシートなど）

◆ＩＣＴに関する校内研修の実施。

（教員全体でのツール活用のレベルアップ）

◆教材の有効活用を目指した研究の推進。

現状分析を受けて、３年間を通して特別の教科 道徳で身に付けさせたい力とその方策

☆よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うために、道徳的諸価値についての理解をもとに、自己を見つめ

たり、物事を広い視野から多面的・多角的に考えたり、人間としての生き方についての考えを深めたりする学

習を通して、道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てます。


