
令和２年度授業改善プラン 中野区立南中野中学校

１ 全体計画

学校の教育目標
(1) 自ら学び、考え、実践できる人になろう（賢く）
(2) 思いやりのある、心豊かな人になろう（優しく）
(3) 心身共に、逞しい人になろう（逞しく）

令和２年度学校経営方針
(1) 全教職員が自分のもつ知識、能力、経験のすべてを駆使し、生徒に充実した活動の場と豊かな学びの場を

提供する。

(2) 教師が授業力、指導力を身に付けることのできる環境や雰囲気の醸成に努め、教師一人ひとりの資質を向
上させる。

(3) 関連小学校との連携を図り、学習・生活両面において継続性のある小中連携一貫教育の推進に努める。

本校の捉える「確かな学力」

基礎・基本の定着、家庭学習習慣の定着、生徒一人ひとりに学ぶ姿勢の定着

令和２年度の指導の重点

＜各教科＞ ＜総合的な学習の時間＞

＜生活指導＞

＜道徳＞

＜進路指導＞

＜特別活動＞

「共に生きる」をテーマとし、将来に渡って逞しく生きるための知

識や各教科の学習で身に付けた力が生かされるよう、横断的・総合

的な学習・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。

学習評価を生かした指導の工夫を図るとともに、家

庭と連携し、学習意欲を向上させ、学習習慣の定着

を図る。主体的・対話的で深い学びの実現にむけて

授業を改善していく。

オンライン学習を推進し、家庭学習を進めていく。

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。

教科書を中心とした少人数グループによる話し合い

活動を取り入れた授業を基本として、全教員によるロ

ーテーション授業を行う。

３年間の系統的な進路指導計画に基づき、自己理解を深めること

や、将来に向けて自らの生き方を考えること等を通して主体的に

進路を選択できる力を育成する。学年・学級活動の充実を図り、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。

授業改善の視点

指導内容・指導

方法の工夫

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。

教育課程編成上

の工夫

数学・英語におい

て全学年で少人数

習熟度別指導を実

施し、理科に２・

３年で少人数指導

を取り入れた指導

を実施する。

評価の工夫

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。

家庭・地域との

連携の工夫

定期的に学校公開

を行い、保護者や

地域の方からの授

業評価を実施し、

その内容を授業改

善に反映させる。

校内研究・研修

の工夫

校内研修のテーマ

を「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」とし、授業

検討会を実施し、

互いの授業を見合

い学びあう。

学力向上に向けた任期付短時間勤務教員の活用

授業の補助にあたる。主に少人数習熟度別授業の T2として個別支援を行う。
放課後の補充学習教室では基礎基本に戻った学習内容で個に応じた学習支援を行う。



２ 各教科における授業改善プラン

（１）国語科

【中学校】

国語科の重点

○基本的な表現や語句の知識を深め、より活動的に「聞く・話す・書く・読む」の四つの力を相互に高める。

・読書や名文に触れる機会を積極的に推奨し、授業・朝読書・家庭学習の充実を図ります。

・作文や創作、スピーチ、話し合いを通して、表現する力・情報を的確に整理する力を磨きます。

・古典作品を暗唱させ、伝統的な語彙や表現の豊かな力を培う指導を行います。

・書写や言語知識に関する授業を積極的に行い、豊かな言語活動ができる生徒を育てます。

・オンライン学習の環境整備をすすめ、予習・復習や授業の振り返りを積極的に行えるようにします。

現状分析（成果と課題） 授業改善プラン

分析内容 指導上の課題 改善案

１
年

◇授業アンケートの結果か
ら、予習・復習や授業での
発言など、自主的に取り組
むことがやや苦手な生徒が
32%程度います。

◇「話す・聞く力」では、情
報を的確に聞きとる力や発
信する力を発揮するのに時
間がかかる生徒が見られま
す。

◇「書く力」については的確
に伝える力、よりよく表現
する力に不足な面はある一
方、小作文の課題に積極的
に取り組んでいます。

◇「読む力」は、文意の読み
取りが浅い傾向があり、説
明的文章の段落の役割がつ
かめなかったり、定期考査
の問題文の条件を読み取る
力が定着していない様子が
あります。

◇「言語事項」では、字形を
整えて書く力、継続的な漢
字練習の習慣が不足してい
ます。表現語彙や文法、伝
統的な知識への興味関心は
今後の確認課題です。

◇国語の学習に取り組む意義
として、生活に直結する表現
力の向上など、個々の目的意
識を育むことが課題です。

◇「話す・聞く力」では、積極
的に話したり、情報をつかん
で発信しようとする意欲を
もたせることが課題です。

◇「書く力」では、「書く習慣」
をつけて、「目的」とよりよ
く伝える「方法」に興味をも
たせることが課題です。

◇「読む力」では、表現の意味
内容をとらえ、文章のジャン
ルや段落の役割をを把握し
ようと意識して読むよう取
り組むことが課題です。

◇「言語事項」では、表現語彙
や文法、伝統的な知識への興
味関心を高める機会の設定
と、辞書の活用や継続的に漢
字や語彙の知識につなぐ学
習習慣をつけることが課題
です。

◆授業を通して、日常生活の中での表
現につながる例や場面を紹介し、ス
ピーチや書写、作文などの活動へつ
ないでいきます。

◆「話す・聞く力」では、スピーチ発
表や聞き取り演習を通して、内容を
吟味し合う活動やより的確に情報
を伝達・発信しているかを確認して
いきます。

◆「書く力」では、日常的に「書く習
慣」をつける課題を提示し、目的の
明確な小作文課題で力をつけるよ
う工夫します。

◆「読む力」では、表現の意味内容を
確認する課題を提示します。特に指
示語や接続語、説明文での段落の役
割を意識するよう指導します。

◆「言語事項」では、家庭学習ノート
やワーク・プリントを活用して漢字
や語彙に関する課題を提示します。
また、読書や古典暗唱を推奨し、豊
かな言葉の定着を測り図ります。
さらに、オンライン学習で古典や詩
歌を中心に、伝統的な知識の授業の
復習の機会を重点的に設定します。

２
年

◇授業アンケートの結果か
ら、予習・復習や授業での
発言など、自主的に取り組
むことがやや苦手な生徒が
30%程度います。

◇「話す・聞く力」では、ス
ピーチへの取組や話を聞く
姿勢がある一方、表現力や
的確に聞き取る力に少し課
題があります。

◇「書く力」では、全体的な
取組が良く、意欲の高い生
徒も見受けられる反面、自
分の考えを表現することへ
の取り組みが苦手な生徒も
数名います。

◇「読む力」では、多くは読
解力が向上していますが、
取組自体が苦手で読み取り
が浅い生徒も数名います。

◇「言語事項」では、漢字知
識の定着が課題です。また、
伝統的な知識については意
欲の有無が明確です。その
他は今後の確認課題です。

◇国語の学習に取り組む意義
として、知識の活用や表現力
の向上など、個々の目的意識
を育むことが課題です。

◇「話す・聞く力」では、情報
の取捨選択の力を育み、伝え
る力と言葉づかいに関する
知識の定着を図る指導が求
められます。

◇「書く力」では、単元ごとの
小作文課題の設定など、「書
く」経験の積み重ねで文章を
推敲して書くことが大切で
す。

◇「読む力」では、文章の構成
や表現描写から情報や心情
を読み取る力を育むことが
大切です。

◇「言語事項」では、漢字練習・
語句の意味調べなどの自主
学習や読書と辞書の活用を
奨励し、得た知識を自分の表
現に活用する課題設定など
の指導が必要です。

◆授業を通して、生活へ活用できる表
現の紹介や課題設定に努め、国語や
書写の各活動へつないでいきます。

◆「話す・聞く力」では、スピーチ発
表や聞き取り演習、創作活動を通し
て、自他の表現や内容を振り返り吟
味し合う活動を可能な限り設定し
ていきます。

◆「書く力」では、日常的に単元の趣
旨に基づき、目的・条件を明確にし
て「書く習慣」をつける課題を提示
し、目的の明確な小作文課題で力を
つけるよう工夫します。

◆「読む力」では、各単元の文章の構
成や表現描写の特徴を提示し、各自
の読解と表現に活用していけるよ
う指導します。また、オンライン学
習を活用した授業の復習の機会を
重点的に設定します。

◆「言語事項」では、漢字の練習・小
テスト・語句の意味調べや古典暗唱
を推奨します。また、漢字や言語の
知識について、身近な表現例や活用
方法に触れながら授業を行います。



３
年

◇授業アンケートの結果か
ら、予習・復習や授業での
発言など、自主的に取り組
むことがやや苦手な生徒が
23%程度います。

◇「話す・聞く力」について
は、集中して話を聞く姿勢
はあるものの、要点を捉え
ることや、自ら積極的に表
現する意欲が不足している
傾向があります。

◇「書く力」については、課
題の意図が適切に捉えられ
ない、表現に必要な語彙が
十分に蓄えられていないと
いった傾向があります。

◇「読む力」については、多
くは読解力が向上していま
すが、文章の中心的部分を
的確に捉えることが不十分
な生徒もいます。

◇「言語事項」については、
主に漢字についての継続的
な学習習慣が定着しておら
ず、漢字知識を生かし切れ
ていない傾向があります。
また、豊かな語彙・表現を
一つでも多く身に付ける必
要を感じます。

◇国語の学習に取り組む意義
として、文章の中心的部分を
的確に捉えること、得た知識
を使って表現することなど、
個々の目的意識を育むこと
が課題です。

◇「話す・聞く力」については、
的確に伝えるための表現を
養うことと、情報の取捨選択
をする力を養うため、自身の
考えを言葉にし、それを積極
的に共有する機会を増やす
ことが必要です。

◇「書く力」については、課題
を適切に捉えて書く力を養
うことが課題です。また、よ
り多くの文章を読み、語彙を
増やしていくことが必要で
す。

◇「読む力」については、構成
を意識して読み解く力、特に
説明的文章では文章の構造、
構成を適切に読み分ける力
を身に付けることが必要で
す。

◇「言語事項」については継続
的、繰り返しの学習、また習
慣を定着させることが必要
です。また、語彙を増やし、
豊かな表現ができるように
することが課題です。

◆授業を通して、文章の構造や構成を
捉える課題設定に努めます。また、
生徒の作文を添削し、全体で共有す
ることで、表現力の向上につなげて
いきます。

◇「話す・聞く力」については、発表
や聞き取り演習を通して、表現の内
容を振り返る活動を可能な限り設
定していきます。

◇「書く力」については、ノート等で
定期的に文章を書く機会を設け、そ
の文章を添削、共有し、より伝わる
表現の指導に努めます。

◇「読む力」については、特に説明的
文章について、問題提起、事実・例
示、意見・主張を読み分けて構成を
理解する力を養います。また、オン
ライン学習を活用した授業の復習
の機会を重点的に設定します。

◇「言語事項」については継続的、繰
り返しの学習、また習慣を定着させ
るための課題等を工夫し、学習内容
の定着化を図ります。また、オンラ
インを活用した学習の機会を重点
的に設定します。



（２）社会科

社会科の重点

◇社会的事象についての興味・関心を高め、理解を深めるために ICTを活用し教材の提示をしています。

◇自作プリントやワークを使って学習内容を繰り返し確認し、基礎的知識の定着を図っています。

◇課題を追究したり解決したりする活動を設け、社会的事象等の意味や意義、特色や相互の関連を考察する機会を増

やしています。

現状分析（成果と課題） 授業改善プラン

分析内容 指導上の課題 改善案

１
年

授業アンケートより
◇約 85％の生徒が「予習や復習
をしたり、積極的に挙手するな

ど意欲的に授業に取り組んで

いる」と答えました。授業中は

積極的に取り組んでいる一方、

復習する機会に個人差が大き

いことが課題として挙げられ

ます。

定期考査・小テストより
◇基礎的な知識の定着に関して、

個人差が大きくなっています。

◇生徒が授業の時間以外で学習内

容を復習する機会には個人差が

大きく、そのことが基礎的な知

識の定着という課題にもつなが

っていると考えられます。

◇基礎的な知識を定着させるため

に、教材や指導方法を工夫する必

要があります。

◆授業時間中に視聴した動画のサイトを

紹介したり、オンライン学習を活用して

小テストの解説などを行うことで、学習

内容を復習する機会を増やしていきま

す。

◆基礎的な知識が定着するよう、小テスト

の機会を増やすとともに、出題内容につ

いて、補充プリントを活用しながら授業

時間内で振り返りを行います。

２
年

授業アンケートより
◇約 65％の生徒が「予習や復習
をしたり、積極的に挙手するな

ど意欲的に授業に取り組んで

いる」と答えました。プリント

記入や発言は積極的な一方、復

習する機会に個人差が大きい

点が課題となっています。

授業プリントより
◇教科書等の内容をまとめる力

がついています。一方で、自分

の考えを文章で説明すること

には課題があります。

定期考査・小テストより
◇社会的な出来事の原因や影響

について文章にまとめる力に

課題を抱える生徒が多くなっ

ています。

◇生徒が授業の時間以外で学習内

容を復習する機会には個人差が

大きく、そのことが基礎的な知

識の定着という課題にもつなが

っていると考えられます。

◇語句の暗記にとどまることなく

社会的な出来事の原因や影響と

いった相互の関連性を考察させ

るために、教材や指導方法を工夫

する必要があります。

◆授業時間中に視聴した動画のサイトを

紹介したり、オンライン学習を活用して

小テストの解説などを行うことで、学習

内容を復習する機会を増やしていきま

す。

◆生徒同士の議論や発表活動の機会を増

やします。またその際、プリントに生徒

自身の考えを記入するためのテンプレ

ートを用意します。

◆はがき新聞の取り組みを通して、生徒が

自ら課題を設定し、追求する活動や発表

する活動を増やします。

３
年

授業アンケートより
◇75％以上の生徒が「予習や復習
をしたり、積極的に挙手するな

ど意欲的に授業に取り組んで

いる」と答えました。

定期考査・小テストより

◇小テストなど少ない範囲の一

時的な知識を身につけること

はよくできていますが、定期考

査など範囲が広くなると、語句

や年代の混同が見られる生徒

が多くなっています。

◇生徒が授業の時間以外で、オンラ

イン学習を含めて学習内容を復

習する機会には個人差が大き

く、そのことが基礎的な知識の

定着という課題にもつながって

いると考えられます。

◇語句の暗記にとどまることなく

社会的な出来事の原因や影響と

いった相互の関連性を考察させ

るために、教材や指導方法を工夫

する必要があります。

◆受験対策も兼ねて、３年間の復習ができ

るワークを毎月、課題として提出させ

て、家庭学習の機会、復習の機会を増や

します。

◆授業の導入に時事的な問題提起をする

ことで学習内容に関心を高めさせます。

◆授業のまとめとして、生徒同士の議論や

発表活動の機会を増やし、学習内容の振

り返りや定着を図ります。

◆はがき新聞の取り組みを通して、生徒が

自ら課題を設定し、追求する活動や発表

する活動を増やします。



（３）数学科

数学科の重点
次の３点に重点をおき、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。

◇全学年で習熟度に応じた少人数授業を実施し、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。

◇オンライン授業を通して、演習内容の解説などを行い何度も振り返りができ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 指導上の課題 改善案

１
年

◇多くの生徒が積極的に授業

に参加しています。家庭学

習ノートの提出により、自

主学習の習慣がついてきて

います。

◇基礎計算の確実な定着と、

発展的な学習への挑戦と考

える力を身に付けることが

今後の課題です。

◇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。

◇苦手な生徒の基礎基本の学

力を定着させるための補充

的な学習が必要です。

◇得意な生徒の思考力を高め

るような教材の開発が必要

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、

演習と考える時間を充実させます。

◆授業開始時に既習内容の小テスト

を行い誤答の解き直しをすること

で基礎的な技能の定着を図ってい

きます。

◆定期的に単元テストを実施し、基礎

的な理解度を確認します。補習が必

要な生徒には基本内容の演習に、理

解のできている生徒には考える課

題に取り組む時間を充実させます。

２
年

◇多くの生徒が積極的に授業

に参加しています。家庭学

習ノートの提出を義務づ

け、自主学習の習慣化が定

着しています。

◇定期考査や小テストの結果

から学力の二極化が進んで

いることが課題である。

今後は、苦手な生徒への振

り返り学習と得意な生徒へ

の発展的な学習が必要で

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。

◇苦手な生徒の基礎基本の学

力を定着させるための補充

的な学習が必要です。

◇得意な生徒に思考力を高め

るような教材の開発が必要

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考

える時間を作ります。

◆授業の導入で振り返り問題を設定

し、既習内容を確認してから本時の

内容に進んでいきます。

◆少人数習熟度別授業の発展コース

の生徒には、別課題を用意し発展的

な内容に取り組みます。

◆小テストでは再テストの機会を設

け、理解ができているかを確認しま

す。

３
年

◇多くの生徒が積極的に授業

に参加しています。家庭学

習ノートの提出を義務づ

け、自主学習の習慣化が定

着しています。

◇今後は、各分野における基

本的な知識の定着をより一

層図るとともに、入試に向

けて、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。

◇苦手な生徒の基礎基本の学

力を定着させるための補充

的な学習が必要です。

◇得意な生徒には思考力を高

める教材の開発が必要です。

◇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

演習と考える時間を充実させてい

ます。

◆授業の理解を定着させるための課

題を取り組みます。

◆授業開始時に既習内容の小テスト

を行い誤答の解き直しをすること

で基礎的な技能の定着を図ってい

きます。

◆少人数習熟度別授業の発展コース

の生徒には、別課題を用意し

発展的な内容に取り組みます。

習熟度別少人数指導の充実に向けて（任期付短時間勤務教員活用の工夫）

・希望のコースのアンケートをとり、生徒が主体的に取り組めるようにしている。

・遅れている生徒には、任期付短時間勤務教員が声をかけ、個別対応をしている。



（４）理科

【中学校】

理科の重点

◇今年度は、２年生と３年生では週４時間のうち２時間を少人数授業で行っています。特に３年生では習熟度別で行

いきめ細かな指導を行っています。

◇今年度は、観察・実験を行うことができないので、観察・実験に関しては動画などを用いて実験の様子や結果を視

覚的に理解できるように工夫しています。

◇授業内で発展的な問題を取り入れることで思考力を育てる工夫をしています。

◇ＩＣＴ機器を活用し，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，継続的に学習に取り組む意欲を高めています。

◇教科書に記載されている実験だけでなく，発展的な実験も行い，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、振り返りテストを行うことで，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） 授業改善プラン

分析内容 指導上の課題 改善案

１
年

授業アンケートからの結果
◇ほとんどの生徒が授業の目標

を理解できており、わかりやす

い授業が展開できています。ま

たわかった、できたなどの達成

感を感じています。(98％以上)
定期テストからの分析
◇学習内容の理解の差がありま

す。基礎的な内容の定着ができ

ていない生徒がいます。

◇一斉授業で教える内容では

理解がしずらく、基礎内容の

定着が不足している生徒が

います。

◇対話的な学習が少なく、生徒

同士の教え合いの場面が作

れていません。

◆基礎内容を定着できるような学習

内容を補充プリントなどで取り組

ませ、学習の補填を行います。

◆対話的な活動を取り入れ、生徒同士

で教え合える環境をつくり、指導が

行き渡るようにします。

２
年

授業アンケートからの結果
◇生徒がねらいを把握し、プリン

トやモニターが見やすく、わか

りやすい、説明や解説がわかり

やすい授業ができています。

(98％)
◇授業中できた、わかったなどの

達成感を感じれています。

(92％)
定期テストからの分析
◇学習内容の理解の差がありま

す。基礎的な内容の定着ができ

ていない生徒がいます。

◇TTの授業では理解が遅れてい
る生徒に助言をし、きめ細やか

な指導ができています。

◇一斉授業で教える内容では

理解がしずらく、基礎内容の

定着が不足している生徒が

います。

◇対話的な学習が少なく、生徒

同士の教え合いの場面が作

れていません。

◇TT での授業では T2の教員
との連携をさらに密にして、

より効果のある指導を継続

して充実を図る必要があり

ます。

◆基礎内容を定着できるような学習

内容を補充プリントなどで取り組

ませ、学習の補填を行います。

◆対話的な活動を取り入れ、生徒同士

で教え合える環境をつくり、指導が

行き渡るようにします。

◆TT授業では指導内容や理解が遅れ
ている生徒を共有し、よりきめ細や

かな指導を行っていきます。

３
年

授業アンケートからの結果

◇授業の目標やねらいを明確

に示していると答えた生徒

が 99％でした。
◇プリント、ＩＣＴ、板書は

見やすくわかりやすいと答

えた生徒は 99％でした。
◇わかりやすい説明や解説を

していると答えた生徒は

97％でした。
◇積極的に授業に取り組んで

いると答えた生徒が 76％
だった。

◇授業中に「わかった」「でき

た」という達成感があった

生徒が 91％でした。

◇週４時間のうち半分の２時

間のみが習熟度別少人数授

業を展開しているので、クラ

ス単位での授業ではどこに

照準を合わせて授業をおこ

なうのかが難しく、授業の進

行速度もある程度計画通り

に進まなければならないた

め一人ひとりに応じて対応

することができませんでし

た。

◇オンライン学習は自主的な

力が特に必要で学習を苦手

とする生徒に対して積極的

にオンライン学習する意識

付けをする必要があります。

◆習熟度別では昨年度同様に、基礎ク

ラスでは目標設定を低めに設定し、

その分、授業進行速度を遅くするこ

とで理解度を深める授業展開をし

ていきます。

◆一斉授業では授業内に基礎クラス

用の内容と発展クラス用の内容を

提示し、発展と基礎で目標設定を変

えていきます。また、テスト内でも

基礎問題と発展問題を明確にしな

がら作成していきます。

◆授業内でオンライン学習を増やす

ことによって機器操作に慣れるこ

とと使用する必要があるというこ

とを意識付けさせていきます。



（５）音楽科

【中学校】

音楽科の重点

◇すべての領域において楽譜から旋律の特徴や曲想をとらえ、自分なりの表現の工夫を考え、音楽

表現する姿勢を目指しています。基本的な読譜ができるよう授業内で常に楽譜を見て考える時間

を確保するようにしています。

◇オンライン学習を併用し生徒の学べる環境を増やします。

◇伝統音楽についての学習を３年間を通して行います。また、実際に演奏できる楽器は箏だけなの

で、鑑賞の中で様々な伝統音楽の形を学習することにも重点を置いています。

◇鑑賞では他教科で学んだ知識や既習内容を関連付けながら楽曲の理解を深めています。

現状分析（成果と課題） 授業改善プラン

分析内容 指導上の課題 改善案

１
年

◇幼さが目立つ生徒も多

く、一斉指導が困難な

場合があり、個別対応

を必要としています。

◇新型コロナの影響より

合唱活動ができていな

く、個々の歌唱能力を

把握できていません。

◇器楽（ギター）に意欲

的に取り組む生徒が多

くいます。

◇指示の工夫や個別支援

が必要な生徒への配慮

が課題です。

◇新型コロナ対応に考慮

し発声の基本を育てる

ことが必要です。

◇取り組みやすい課題で

基礎を身に付け、苦手意

識を減らすことが課題

です。

◆中学で目指す歌声を知り学ぶ

ために、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。

◆短時間において発声の基本が

身に付くよう継続的な指導を

していきます。

◆できる、という成就感を味わ

せるためギターでは「ギター

検定」を導入し段階的に学習

をします。

２
年

◇指示を与えると意欲的

に取り組みますが自分

達で課題を見つけ学習

することは難しい様子

です。

◇鑑賞や器楽の授業には

熱心に取り組んでいま

す。

◇新型コロナの影響より

合唱活動ができていな

い現状があります。

◇話し合い活動など自分

達で課題に取り組む活

動が必要です。

◇美しい音色で器楽演奏

しようとする意欲を高

めることが課題です。

◇新型コロナ対応に考慮

しながら合唱活動を再

開し、個々の課題を見つ

け解決することが必要

です。

◆毎時の目当てを理解させると

共に、主体的に学習できるよ

う自ら目標を設定するなど課

題に取り組ませます。

◆他教科との関連にも目を向け

させ、興味を高めさせます。

◆短時間でできる発声練習など

に継続的に取り組むことによ

り歌唱能力を育てます。

３
年

◇定期考査への取組が前

向きになってきていて

課題にしっかり取り組

んでいます。

◇鑑賞や器楽、器楽の授

業にも熱心に取り組ん

でいます。

◇◇新型コロナの影響よ

り合唱活動ができてい

ない現状があり、今後

について不安のある生

徒も少なくない様子で

す。

◇学習のポイントをしっ

かり理解させることが

必要です。

◇音楽が生まれる背景を

理解したり、美しいハー

モニーを創り上げる工

夫を自発的に行えるよ

うになることが課題で

す。

◇新型コロナ対応に考慮

しながら合唱活動を再

開し、中学校 3年間の総
まとめをすることが課

題です。

◆毎時の目当てをしっかり理解

させ、プリントで振り返りを

させます。

◆教えすぎずに、アドバイスを

することで主体的な学習活動

につなげていきます。

◆高校進学時においても音楽を

選択し合唱活動に取り組むこ

とができるよう、自分たちで

ハーモニーを作り上げる楽し

さを体感させます。



（６）美術科

美術科の重点

◇生徒が主体的に学べるようオンライン授業と対面授業を組み合わせた新しい学びの方法を模索し、好きな

時間に何度も繰り返し学べるオンライン授業の良さと対面授業でしか学べない実技体験を充実させていき

ます。

◇基礎的な知識・技能を身に付け、限られた時間内で完成できるよう、常に先の見通しを含めた目標の確認

と ICT機器を使った導入の充実で、意欲と集中力を高める工夫をしていきます。
◇オンライン授業に生徒作品を載せ、他者の作品を披露することで、互いの作品のよさを発見し多様性を認

め合い、鑑賞と制作意欲の向上につなげられるようにしていきます。

◇対話による鑑賞は、仲間のプリントを回覧し作品を深く味わい美術に親しむ機会をつくっていきます。

現状分析（成果と課題） 授業改善プラン

分析内容 指導上の課題 改善案

１
年

◇アンケート結果からも全

体的に意欲をもって、真

面目で前向きに授業を受

けています。

◇一部落ち着かない生徒も

いますが、とても素直で

あり基本が身についてい

ない現状があります。

◇オンライン授業を積極的に

活用する生徒とそうでない

人との間に個人差ができて

います。

◇一部の生徒が話を聞く習慣

が身についておらずしゃべ

ってしまい、また課題のね

らいを理解できないまま行

動するため、うまくいかず

苦手意識をもってしまいま

す。

◇ＩＣＴ機器を活用し、導入の工夫

や授業内容、目標やねらいの確認

を行い、見通しをもたせていきま

す。自分らしさと向き合い表現す

る楽しさを視覚的効果をねらって

対面授業内も動画を発信していき

ます。

◇「聞くときは聞く」指示をその都

度行い、今年度中に習慣として定

着させています。また、基本を身

に付けさせ自信をつけさせていき

たいです。

２
年

◇先の見通しが少々甘く時

間配分が苦手な生徒がい

る反面、作業が始まると

集中し丁寧に作業を続け

ることができる生徒が多

いです。

◇指示したことや作業は丁

寧に行いますが、想像力

を広げることが難しくア

イデアがなかなかでず時

間がかかる人もいます。

◇制作の見通しや時間配分が

苦手なようです。ただ作業

が遅くても丁寧に落ち着い

て取り組みます。時間内に

終わらせるための準備が不

足がちです。

◇授業のねらいが充分理解で

きない生徒がいる一方で、

積極的でクリエイティブに

自己表現を楽しむ生徒もい

て、差が大きいです。

◇授業内で完成させられるよう全体

的な見通しや本時の目標を対面授

業とオンライン授業で確認してい

きます。オンライン授業を活用し

た導入の工夫により、家庭での事

前の準備を促し、主体的に主題を

意識させていきます。

◇授業では、スモールステップで体

験をさせていき、個に応じた対応

でアドバイスしていきます。

３
年

◇意欲的に考えようと授業

を受けることができてい

ます。殆どの生徒が真面

目に制作に取り組めてい

ます。

◇話をきちんと聞く習慣が

身についていますが、作

業になると浮き足立って

話が盛り上がり、探究心

や広がりまで意識するこ

とが難しい面がありま

す。

◇やるべきことを充分に理解

できている生徒が多いです

が、技術面や創意工夫をこ

らした図案を考えようとす

るとその実現につまづいて

しまい時間が足りなくなっ

てしまう生徒が見られま

す。

◇卒業後も美術との関わりを

更に深められるような活動

をしたいと考えています。

◇プリントやオンライン授業の活用

で、課題の把握や見通しを立てる

こと、反復学習で理解を深めるこ

とにより授業の充実を目指しま

す。

◇自分自身と向き合って主題を深く

考えさせたり、事前の準備を行い

ながら、社会の中の美術の役割等

幅広く物事を考えさせたりして課

題に取り組ませていきます。



（７）保健体育科(男子)
保健体育科の重点

◇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学習カードの活用で、生徒一人ひとり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時間中の生徒一人ひとり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） 授業改善プラン

分析内容 指導上の課題 改善案

１
年

◇入学当初から規律を守るこ

とができており、学年の割

には落ち着きがあります。

◇思考力・判断力に長けてい

る生徒が多く、言葉や文章

で表現する力も全体的に優

れています。

◇体力レベルは 50ｍ走の記
録をみると、平均的に高い

です。

◇オンライン授業と関連する

ワークシートを配布し、自

らで学習ができています。

◇集団行動の意識付けは引き

続き必要です。

◇分からないことに対しては、

積極的に質問する態度を身

に付ける必要があります。

◇運動に対する知識･理解がし

っかりと身に付いていない

生徒が一定数いるので記録

表や学習カードを書かせて

確認する必要があります。
◇知識の定着を把握できる取

り組みが必要です。

◆毎時間、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。

◆教師からの授業中のアドバイスや

生徒の話し合い活動を多く取り入

れることで、個々の課題をはっきり

とさせます。分からないことはその

場で質問することが大切であるこ

とを日々の授業で伝えていきます。

◆知識･理解の定着を図るため、授業

中に前時の確認をすることや再テ

ストを行ったり、実技についてはガ

イダンス授業を取り入れます。

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。

◇学級によって雰囲気が大き

く異なり意欲的に取り組め

る生徒もいる反面、話を聴

き指示に従いますが、それ

以上のことは行わない消極

的な生徒もいます。

◇体力レベルは突出した生徒

はおらず、全体として平均

より若干劣っています。

◇オンライン授業と関連する

ワークシートを配布し、自

らで学習ができています。

◇集中し注意力を高めるため

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。また、課題

を解決することによって自

己にどんなメリットがある

のか考えさせていく必要が

あります。

◇運動･安全に対する知識･理

解の繰り返しが必要です。

◇知識の定着を把握できる取

組が必要です。

◆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

分たちから集中し注意力を高めて

授業に取り組む姿勢を身に付けさ

せます。

◆コーディネーショントレーニング

などの多彩な動きを取り入れ、タブ

レット端末等を用いて客観的に分

析し、体の巧みな使い方を取得でき

るよう指導していきます。

◆自己の課題を分析し、課題解決に向

けてどのような取り組みが必要な

のか考えさせ、話し合い、実行させ

ていきます。

３
年

◇集団行動の基本的習慣の身

に付いている生徒が主で

す。集中力が欠けやすい生

徒もいますが、個々の成長

が見られます。

◇生徒一人ひとりの意識の変

容･改革から、意欲的に授業

に取り組んでいます。

◇部活動を退くと体力が落ち

る傾向があります。習慣的

に運動をしていない様子が

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。書

く力がついています。

◇自己の体力や運動に関心を

もち、体力向上への課題をは

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･

表現力を養うことが必要で

す。また、話し合い活動にも

しっかり取り組むことが必

要です。

◇部活動引退後にも、自らの健

康を保持増進できる意欲や

態度を育んでいく必要があ

ります。

◇繰り返し、運動･安全に対す

る知識･理解が必要です。

◆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。

◆教師からの授業中のアドバイスや、

生徒同士がアドバイスしあうこと

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。

◆保健で学んだ知識を体育実技に関

連付ける指導を行っていきます。

◆知識･理解の定着を図るため、授業

中に前時の確認をすることや再テ

ストを行ったり、実技についてはガ

イダンス授業を取り入れます。ま

た、保健ではワークシートを使い、

ＩＣＴを用いて深い学びにつなげ

ます。



（７）保健体育科（女子）

保健体育科の重点
◇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。

◇毎時間の活動では、生徒一人ひとりがよく考えて互いに助言し合い、達成感をもてる授業を行えるようにします。

◇１時間中の生徒一人ひとり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。

◇単元内容にあったトレーニングなどにより、生徒の基礎体力の向上を目指します。

◇オンライン学習から、トレーニングや保健等の課題について学習します。

現状分析（成果と課題） 授業改善プラン

分析内容 指導上の課題 改善案

１
年

◇落ち着いて話を聞くことは

でき、集中して授業に臨む

ことができています。

◇体力の要素では、どの種目

も平均的ではあるが、バラ

ンスよい結果となっていま

す。

◇運動に意欲的に取り組むこ

とができますが、動きをイ

メージすることができない

生徒もいます。

◇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もい

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、学習カードや副教材を有

効的に使用し、視覚的に学習

しやすい環境作りが必要で

す。

◆主に授業内で個々へのアドバイスを

実施し、課題をはっきりとさせると

ともに、学習プリントを用いて動き

のポイントを確認させます。

◆単元毎にトレーニングを行い、基礎

体力が身に付くようにします。また、

足りない部分はオンライン授業を用

いて補助学習を行います。

◆学習カードに身体の動きやポイン

ト、自己の課題などを書かせ、具体

的な改善策を考えさせるとともに、

仲間の動きをみて自己の課題を見つ

け出せるように指導します。

２
年

◇意欲的に授業に取り組めて

います。しかし、集中でき

ない生徒もいます。

◇体力の要素では、どの種目

も平均的ではあるが、スピ

ードや瞬発力がやや低めで

す。

◇見学者もいなく全員が授業

に参加できているが、体育

分野では積極性に欠ける部

分がある。

◇課題を解決するための時間

をとると意欲的に活動でき

ない生徒もいます。自己の課

題を明確にさせたり、仲間同

士で互いに課題を指摘しあ

ったりする活動をする必要

があります。

◇基礎体力が不足する生徒も

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。

◇意欲的に活動ができる授業

内容を工夫し、運動が苦手な

生徒にも興味関心をもてる

授業にする必要があります。

◆授業規律を徹底させます。

◆各単元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、課題

に応じた練習方法を提示することが

必要なので、学習カードを活用し、

生徒一人ひとりが活動を振り返り、

課題と改善策を考えられるようにし

ます。また、足りない部分はオンラ

イン授業を用いて補助学習を行いま

す。

◆自己の課題をしっかり考え、授業の

なかで解決していける授業をしま

す。また、運動能力に応じた課題を

適切に設定します。

３
年

◇体力の要素では、どの種目

も平均的ではあるが、筋力

や投力をやや低めです。

◇自己の課題を見つけ、克服

するために努力をする姿勢

や、自己の能力を向上させ

ようと練習に取り組む姿勢

が見られます。

◇定期テストでは勉強の成果

を発揮した生徒と、勉強不

足の生徒との差がありまし

た。また、オンライン授業

を見ていない生徒が数名お

り、学習の遅れになりまし

た。

◇それぞれの課題を克服する

ために、互いに声かけをする

とともに、そのための知識や

思考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。

◇オンライン授業を行う上で、

生徒への告知や確認する習

慣付けを指導する必要があ

ります。

◆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、筋力や敏

しょう性を向上させます。

◆お互いにアドバイスをし合い、それ

ぞれの改善手方法を考えるととも

に、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。また、学

習カードを毎時間提出させること

で、自己の課題を考え、次回の授業

で解決していけるようにします。

◆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。また学

習プリントを使用することで、ポイ

ントを整理したり、復習したりする

ことができるようにします。また、

足りない部分はオンライン授業を用

いて補助学習を行います。



（８）技術・家庭科

技術・家庭科の重点

◇技術・家庭科を学ぶことに興味や関心を持ち、自らの生活課題と関連づけながら、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。

◇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。
◇オンライン学習では、授業プリントや、基本的な技術力を身に付けるための動画をUPし、いつで
も確認できるようにします。

現状分析（成果◇と課題◆） 授業改善プラン

分析内容 指導上の課題 改善案

１
年

◇何事にも興味と関心を

もち、意欲的に取り組

む生徒が多くみられま

す。

◆物作りの経験が少な

く、形になるまでの課

程を考えながら取り組

むのが難しい生徒がい

ます。

◆道具の使用方法がわか

らない生徒が多くいま

す。

◆課題の完成イメージを

より具体化していけるよ

うな基礎・基本的な技術

力の定着が必須課題で

す。

◇課題取組前に基礎・基本的な

技術力の学習時間を確保しま

す。

◇授業後半で学習内容を体験的

に確認する実践課題に取り組

み、技術力の向上に努めます。

◇授業導入前に前回の授業を振

り返り、技術力の定着につなが

る学習活動を取り入れていき

ます。

２
年

◇製作課題に真面目に取

り組む生徒が多くみら

れます。

◆説明を聞き、理解した

ように見えるが、物作

りの経験が少なく、一

回では理解が難しい

（自己流になってしま

う）生徒がいます。

◆学習内容をその場で確

実に理解させるととも

に、定着させるための指

導の工夫が課題となりま

す。

◇学習内容を自らの生活場面に

結び付けて思考していくなど、

指導方法の工夫に努めます。ま

た、家庭での学習（ノートまと

め）に取り組ませるなど、学習

成果の向上につなげていきま

す。

◇授業中は机間指導を多くし

て、的確なアドバイス・見本提

示をしていきます。

３
年

◇課題への取組に、意欲

的に取り組む生徒が多

く、みられます。

◆基本的なことは取り組

むが、課題に対して工

夫して取り組んでみよ

うとする生徒は少ない

です。

◆自らの課題に対して、考

えをより広げ、より深め

る体験・経験を経て、そ

れを自らの課題へ具体化

していく創造力の育成が

課題です。

◇課題実施時に生徒同士が、そ

れぞれの思いや考えを交流し、

協働していく場面を増やして

いけるように努めます。また、

それぞれが吸収したものを制

作品へ具体化していくなど、創

造力の向上につなげていきま

す。



（９）英語科

【中学校】

英語科

◇３学年すべてにおいて、２学級３展開もしくは１学級２展開の少人数・習熟度別、習熟度を考慮した授業を実施し

ています。年間３回のクラス変更を行い、公平性のある授業展開を行っています。

◇３年生の基礎コースは、基礎的な語彙や文法の解説や、会話などの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。

◇３年生の発展コースは、表現活動を取り入れながら、教科書の内容理解に加えて、既習の文法事項等を使った発展

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。

◇GoogleClassroomを活用して、ワークシートの共有や、音声資料の共有を行っています。
◇希望者を募って、本校を準会場にした実用英語技能検定（英検）を年２回、実施する予定です。

現状分析（成果と課題） 授業改善プラン

分析内容 指導上の課題 改善案

１
年

◇小学校で慣れ親しんできた「聞

くこと」、「話すこと」を中心と

した英語の学習経験を活かし

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姿勢が多

くの生徒に見られます。

◇オンライン学習では不足がち

であった「書くこと」について

は、経験不足や練習不足から、

音声とそれに対するつづり、発

音の定着がまだ身に付いてい

ない生徒も見られます。

◇「読むこと」については、本文

の暗唱を課し、繰り返しの練習

をさせることで文字と音の定

着をさせています。

◇学習の進め方が定着していな

い生徒が見られます。

◇英語を使って自分の気持ち

や考えを人に伝える場面を

さらに増やしていく必要が

あります。

◇６月より開始した授業で

は、アルファベット大文

字・小文字を正しく書ける

こと、および簡単な単語を

読むことができていること

を前提としましたが、取組

状況に個人差があります。

◇予習・復習に使うノートの

有効活用を指導していく必

要があります。

◇ワークシート等を活用し

て、既習文法を定着させる

必要があります。

◇単語の定着、多くの文字

を読ませる指導をする必

要があります。

◆社会的距離を意識したペアワーク、パ

ターンプラクティス、インタビュー活

動などを多用して、積極的に英語を使

用する場面を多く取り入れていきま

す。

◆セクション毎の２問テスト、単元テス

トを実施し、学習の定着度を確認し、

授業でフィードバックします。

◆基本文法を用いた簡単なコミュニケ

ーション活動やスピーチ発表を授業

で行い、スピーチテストだけでなく、

会話（やりとり）のテストを実施しま

す。

◆自作のワークシート等を活用し、既習

文法事項の一層の定着を図ります。

◆授業前の休み時間にノート、ワーク、

プリント類の確認を行い生徒とのイ

ンターアクションを始めておくこと

により、円滑に授業に入ります。

◆家庭学習の一助として、 Google
Classroom にその日の学習内容や宿
題、ワークシートの解答などをアップ

します。

◆図書館にある多読用図書を活用しま

す。

２
年

◇一年間の学習経験を生かし、英

語の「暗唱活動」や「単語の暗

記」に意欲的に取り組もうとす

る生徒が多く見受けられます。

◇ある文脈の中で自分で使う文

法や単語を判断し、表現ができ

る生徒が全体的に少ないです。

◇「授業」→「家庭学習」→「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。

◇昨年、少人数基礎クラスだ

った生徒が今以上に、英語

を使用して自分の考えを伝

えることができるように、

授業中に生徒同士の教え合

い、学び合いの環境を整え

る必要があります。

◇1年生で勉強した内容を理
解できていない生徒が少数

見られます。学んだことの

復習をする機会を生徒に提

供する必要があります。

◇発展クラスの生徒がさらに

意欲を持って取り組むこと

ができるプラスアルファの

言語活動を授業内に増や

し、自分から学ぶ姿勢を育

てる必要があります。

◆少人数のクラスの習熟度を均一にし

て、英語が得意生徒と苦手な生徒がコ

ミュニケーションをとる環境を作り

ます。

◆セクション毎の２問テスト、文法の確

認のための単元テスト、単語テストを

実施し、学習の定着度を確認し、状況

に合わせた授業を展開します。

◆生徒が今まで習ってきた単語や文法

を文脈に合わせて使用するコミュニ

ケーションテストを実施します。

◆外国人講師を活用し、より多くのスピ

ーチ活動、英会話に取り組みます。

◆図書館にある多読用図書を活用しま

す。



３
年

◇２年間の学習経験を生かし、英

語を使ってコミュニケーショ

ン活動に意欲的に取り組もう

とする生徒が基礎・発展クラス

共に多く見受けられます。

◇「予習」→「授業」→「復習」

のサイクルが習慣化されてき

ている生徒がほとんどです。

◇既習の文法事項を活用して、効

果的に意見を書くこと賀でき

る生徒は少なく、平易な文章表

現にとどまってしまうことが

多いことが課題です。

◇少人数授業における基礎ク

ラスの生徒が積極的に英語

を使用して自己肯定感を高

めることのできる場面をさ

らに増やしていく必要があ

ります。

◇教師の助けがあれば、自己表

現が豊かになる生徒は多い

が、英文を書くことに慣れさ

せ、自分の力で書くアウトプ

ットする力を付けさせる必

要があります。

◇発展クラスの生徒がさらに

意欲を持って取り組むこと

ができるプラスアルファの

言語活動を授業内にさらに

増やしていく必要がありま

す。

◆授業時のペアワーク、パターンプラ

クティスなどを多用して、生徒たち

が積極的に英語が使用できる場面を

今後もさらに多く取り入れていきま

す。

◆セクション毎の２問テスト、単元テ

ストを実施し、学習の定着度を確認

し、それぞれのクラスで授業にフィ

ードバックします。

◆音読指導の仕上げとして教科書の暗

唱を授業時に実施することで、家庭

での音読練習に積極的に取り組ま

せ、インプットの量を増やします。

また、休み時間なども利用して個人

の暗唱の取組を確認します。

◆２学級３展開時のＡＬＴの活用につ

いては、新出文法事項の導入、それ

を用いた言語活動、さらにワークシ

ートや教科書を用いての定着など、

どの場面においても有効活用できる

ような綿密な指導計画を事前に準備

します。

◆自作のワークシート等を活用し、既

習文法事項の一層の定着を図ること

により、入試問題に十分対応できる

力を身に付けさせます。

少人数指導の充実（任期付短時間勤務教員活用の工夫）

30人以下の少人数を編成する際に、生徒の英語力をならし均等化することで学習の定着をしてい
る生徒が定着の遅い生徒を助ける場面を作っていきます。

また、個別に支援の必要な生徒に関しては任期付短時間勤務教員が声をかけ、ペアワークのサポー

トなどをします。

ＡＬＴ活用の工夫

英会話等で「話すこと（やりとり）」の楽しさを知るとともに、学ぶ意欲につなげていきます。ま

た、多文化の紹介を通じて国際理解、また自国の文化への興味関心をコミュニケーションの中で高め

てきます。


