
令和３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

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３年度学校経営方針 【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～

生徒が母校として誇れる特色ある学校を目指し、全教職員が自分のもつ知識、能力、経験の全てを駆使

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。

本校の捉える「確かな学力」

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

令和３年度の指導の重点

＜各教科＞
◎評価を生かした指導の工夫を図り、家庭と連携し、
学習意欲向上および学習習慣の定着を図る。

◎一人ひとりの可能性を伸ばし、確かな学力の定着
を目指し、主体的・対話的な学びの実現に向け、指
導と評価の一体化を図る。

◎ニューノーマルの学習モデルの実現を目指し、
ICT を効果的に活用し、家庭学習の充実に努め
る。

＜特別の教科 道徳＞
◎教科書を中心とし、話し合い・意見交換活動を取り
入れた授業を基本として、全教員がローテーション
授業を行う。

＜特別活動＞
◎学年・学級活動の充実を図り、課題発見・解決に
向けての話し合い・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。

＜総合的な学習の時間＞
◎「共に生きる」をテーマに、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・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。

＜生活指導＞
◎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。

＜進路指導＞
◎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、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。

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。

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。

校内研究・研修の工夫

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。

小学校との連携

オープンキャンパス、乗り入れ授業

を通して、小学校との指導の連携

を図る。本校独自の取り組みとし

て、作品展示、生徒による挨拶活

動・学校説明等の交流を通して、

指導の一貫性の向上に努める。

家庭・地域との連携

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。

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」での指導および個別支援を行う。

放課後学習教室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。



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、予習・復習を充実させて「聞く・話す・書く・読む」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。

・古典作品の暗唱などを通じて、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。

・タブレットや ICT を積極的に活用し、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。

令和３年度「中野区学力にかかわる調査 国語」の結果より

様々な文章の聞き方や書き方に関する活用力に課題があります。また、基礎力としての漢字や言語の知識、説

明的文章の読み取りに若干の課題があり、知識・技能を身につける取組が肝要です。

学習の向上は、興味・関心・意欲と密接に関係があります。前年度の目標値達成者の割合と比較すると、2・3

年生はいずれも向上していますが、興味・関心・意欲がそれぞれ上昇したことも一因と言えます。

今後は、国語への興味関心をさらに高めながら、タブレットなどの ICT機器を活用し、予習・復習が分かりやす

く円滑に行えるよう、授業改善を行っていきます。

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

◇中野区学力調査の結

果から、基礎問題の校内

平均正答率は目標値を

上回ったのに対し、活用

問題の校内平均正答率

は目標値を下回った。

◇「知識・技能」では表現

語彙や文法知識が不足し

ています。

◇「思考・判断・表現」で

は、的確に伝える力に不

足な面がある一方、より

よく表現しようとする積極

性があります。

◇国語の学習に取り組む意

義として、知識の習得にとど

まらず、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。

◇「知識・技能」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。

◇「思考・判断・表現」では、

話したり、聞いたり、書いた

りする習慣をつけ、「目的」と

よりよく伝える「方法」を身に

つけること、情報をつかんで

発信することが課題です。

◆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、作文などの活動を行います。

◆「知識・技能」では、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図ります。

◆「思考・判断・表現」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ます。また、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。

２
年

◇中野区学力調査の結

果から、基礎・活用問題

の校内平均正答率は目

標値を上回った。

◇「知識・技能」では、前

年度に比べて漢字の書取

に向上が見られる一方、

漢字の読みや文法などの

言語知識を増やすことに

課題があります。

◇「思考・判断・表現」で

は、説明的文章の読解と

文章表現の応用力に課

題がある一方、読書、作

文、スピーチの取組に対

する積極性がたいへん高

いです。

◇国語の学習に取り組む意

義として、自ら積極的に取り

組む意欲を高めることが課

題です。特に、予習に関して

は、内容を問わず授業の前

に教科書や資料に目を通す

よう習慣づけることが課題

です。

◇「知識・技能」では、漢字

や文法の知識を含め、様々

な文章読解・表現に対応で

きる、より正確な語彙を身に

つけることが課題です。

◇「思考・判断・表現」では、

様々な文章を読み解く楽し

さを知り、主に、説明的文章

の読解への積極的な取組を

◆授業を通して、取り組みやすい予習の

方法を提示するとともに、コメント収集や

意見交換通して個々の生徒の取組を振

り返り、意見を取り上げて、興味・関心を

高めていきます。

また、タブレットなど ICT 機器を利用

し、デジタル教科書や資料を活用した予

習・復習に取り組めるよう働きかけます。

◆「知識・技能」では、定期的な漢字小テ

ストの実施、GoogleClassroom を活

用しての文法小問題の提示、古典暗唱

の推奨、おまかせ e ラインズ教室を活用

しての語彙・古典知識課題の提示から、

より多くの豊かな言語知識の定着を図り

ます。

◆「思考・判断・表現」では、各単元での

課題作文やスピーチ、創作・表現活動を



進めることが課題です。 通して、多様な表現方法を経験する機

会をもち、自分の意見をよりわかりやす

く他者に伝える方法を模索して身につけ

るよう図ります。

３
年

◇中野区学力調査の結

果から、基礎・活用問題

の校内平均正答率は目

標値を上回った。

◇「知識・技能」では、漢

字の書取と表現語彙に大

きな課題がありますが、

言語知識については向上

が見られます。

◇「思考・判断・表現」で

は、説明的文章の読解や

文章の推敲の力に大きな

課題がある一方、資料の

読取や作文の取組の力

が高いです。

◇国語の学習に取り組む意

義として、自ら重点的に取り

組むことを選び、解決に向

かうことが課題です。個々で

自分に必要な学習課題を明

らかにして、一つでも多く身

につけることが肝要です。

◇「知識・技能」では、漢字

や表現語彙、さらに古典知

識が身についているかを確

認し、不足を補うことが課題

です。

◇「思考・判断・表現」では、

文章読解や作文、推敲の練

習を通して、他者の表現を

理解する力と、自らの表現

をよりわかりやすく伝える力

を養うことが課題です。

◆授業を通して、表現と読解のポイント

を明確にし、よりよい表現・より深い理解

につなぎ、学習意欲の向上に努めます。

また、タブレットなど ICT 機器を利用

し、デジタル教科書や資料を活用した学

習に積極的に取り組めるよう働きかけま

す。

◆「知識・技能」では、漢字の復習・古典

暗唱、GoogleClassroom を利用して

の各単元に関する授業板書や資料の提

示に努めます。また、手紙文を含めた社

会人として必要な文章の形式に関する

知識を確認する機会を設けます。

◆「思考・判断・表現」では、各単元での

読解課題について、説明的文章を中心

に確認し、論理的な文章の読解の定着

を図ります。



（２）社会科

【中学校】

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。

◇自作プリントを使って学習内容を繰り返し確認し、予習・復習の機会を充実させ、基礎的知識の定着を図って

います。

◇班で話し合って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設けています。

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７割の生徒が「意欲

的に授業に取り組んでい

る」と答える一方、課題を

教室で行っている生徒が

多いなど家庭学習の習慣

が身についていません。

定期考査・小テストより

◇定期考査に向けての学

習に慣れていない生徒が

多く、全体的に復習が不

十分です。

◇授業には意欲的に取り組

んでいる一方で、生徒が家

庭で学習する機会には個人

差が大きく、そのことが基

礎・基本の定着という課題

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。

◆予習課題を毎回配付し、家庭学習の

習慣の定着を図ります。授業中のスライ

ドを Googleclassroom に載せたり、

おまかせ教室ラインズｅライブラリの活用

を進めたりと、ＩＣＴの活用を促し、基礎・

基本の定着を図ります。

◆長期休業を利用して、都道府県の位

置や名前などの基礎・基本事項を暗記さ

せ、その成果を小テストで発揮できるよ

うにして、基礎的な知識の定着を図りま

す。

２
年

定期考査・小テストより

◇全体的に基礎的な知

識の定着が進んでいる一

方、個人差が大きいこと

が課題となっています

◇地形図の読み取りや時

差の計算など資料を活用

する問題の正答率が低く

なっています。

授業アンケートより

◇約 6７％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、予習や復習をす

る機会の不足が課題とし

て挙げられます。

◇生徒が授業の時間以外

で学習内容を復習する機会

の不足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。

◇習得した知識を活用し

て、資料を読み解く力をつ

けることが課題です。

◇基礎的な知識について

は、授業の前に調べてくるよ

う習慣づけることが課題で

す。

◆授業中に提示した資料を Google

classroom に掲載したり、おまかせ教

室ラインズｅライブラリの活用を進めたり

することで、学習内容を復習する機会を

十分に確保していきます。

◆授業の中で資料を読み取る問題演習

の時間を十分に確保するとともに、生徒

同士で解き方を発表したり、教え合う機

会を増やします。

◆授業プリントを活用して、教科書等で

基礎的な知識を調べてくるよう指示する

とともに、調べた内容を生かすことがで

きるような授業展開の工夫を行います。



３
年

授業アンケートより

◇約７割以上の生徒が

「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

◇定期考査の学習には

非常に良く取り組み、２年

時より得点が伸びた生徒

が多かった。ただ日本国

憲法前文の小テストでは

学習が不十分な生徒が

多く、基礎・基本の定着に

課題がある生徒が多数

見られました。

◇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・基本の定着という

課題にもつながっていると

考えられます。

◇班で議論したり発表した

りした内容については学習

の定着が見られる一方で、

基礎・基本の定着に課題が

見られる生徒が多いので、

基礎的な内容を繰り返し復

習する必要があります。

◆受験対策を兼ねて、３年間の学習内

容が復習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 中 の ス ラ イ ド を

Googleclassroom に載せたり、おま

かせ教室ラインズｅライブラリの活用を

進めたりと、ＩＣＴの活用を促し、基礎・基

本の定着を図ります。

◆授業のまとめとして、班で議論する活

動や意見を発表する活動を確保し、学

習内容の振り返りや定着を図ります。



（３）数学科

【中学校】

数学科の重点

（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。

令和３年度「中野区学力にかかわる調査 数学」の結果より

・すべての学年で目標値以上の結果が得られています。

・全体の傾向として基礎的内容より活用内容に課題があります。

・すべての学年において、目標値以上の校内正答率を得られているため、基本的な内容の定着はできています。

課題は、習熟度にあった活用的な問題への取組を行うことです。

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

◇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つけ

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。

◆授業開始時に声出し計算を行い頭のウ

ォーミングアップをすることで基礎的な計

算力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によ

り、自主学習の習慣化が

定着しています。

◇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

めていくことが課題です。

◇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。。

◆授業の導入で、既習内容の復習で基礎

計算の定着を、考える問題への挑戦で意

欲関心の向上を図っていきます。

◆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。

◆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。

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。
◇図形と関数分野におい
て目標値を大幅に超えて
います。
◇資料の活用の分野では
目標値より１ポイント低くな
っています。
◇数学への関心・意欲・態
度はおよそ５ポイント目標
値を上回っています。

◇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。

◆授業の導入に振り返り学習を行い既習

内容の確認をします。

◆チャレンジ教材を設定し、証明や工夫を

生徒間で共有しながら思考力を高めてい

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

・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】

理科の重点

◇家庭学習を推進する課題を出し、学習習慣の定着を図ります。

◇対話的な活動を取り入れ、主体的に学べるような機会を作ります。

◇実験・観察の基本的技能や基礎知識を身に付ける工夫を行い、分かりやすい授業に努めます。

◇タブレットを積極的に活用し、個別最適な学びと協働的な学びを取り入れ、ニューノーマルの学習モデルの実現

を目指します。

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

授業アンケートより

◇9 割以上の生徒に対

し、明確なねらいと分かり

やすい課題の提示がで

き、達成感がある授業に

できています。しかし意欲

的に参加できていないと

いう生徒が約２０％いま

す。

定期テスト・レポートより

◇基礎・基本的な知識・

技能は身についている生

徒が７０％いる一方で、思

考力を問う問題やレポー

トの表現力が身について

いない生徒がいます。

◇予習や復習をし、積極的

に考え、発表するなど、意欲

的に授業に取り組めていな

い生徒がいます。

◇定期考査前までの自主的

な学習の習慣がない生徒が

います。

◇習得した知識を使って思

考力、判断力、表現力を働

かせる力が身についていな

い生徒がいます。

◆学習カードで授業を振り返り、自身の

課題を把握し、自主学習ノートを利用し

て学習することを指導します。

◆授業内で対話的な学習を取り入れる

ことで他者の意見を聴いたり、周囲と協

働して課題解決方法を見つけたりする

学習を行います。

◆定期考査の予習課題の提示を早期に

行うことで自主学習の意欲を高めます。

◆基礎・基本的な知識を身に付けるため

に、タブレットで用語練習ができる学習

課題を提示します。

◆レポートの表現方法を学んだり、自分

の考えを記述する機会を設け、習得した

知識をうまく使って思考力を働かせる活

動を多くします。

２
年

授業アンケートより

◇9 割以上の生徒に対

し、明確なねらいと分かり

やすい課題の提示がで

き、達成感がある授業に

できています。しかし意欲

的に参加できていないと

いう生徒が約３０％いま

す。

定期考査・小テストより

◇基礎・基本的な知識・

技能が身についている生

徒が多い一方、応用問題

でつまずく生徒がいたり、

基礎的・基本的な知識・

技能が身についていなか

ったりする生徒がいます。

考査前までの学習の質と

量の差が原因だと考えら

れます。

◇予習や復習をし、積極的

に考え、発表するなど、意欲

的に授業に取り組めていな

い生徒がいます。

◇自主的な学習の習慣がな

い生徒がいます。

◇基礎・基本的な知識・技

能が身についていない生徒

がいます。

◇応用問題に対応できない

生徒が多いです。

◇学習の方法が確立してい

ない生徒がいます。

◆学習カードで授業を振り返り、自身の

の課題を把握させ、自主学習ノートを利

用して学習することを指導し、計画的に

予習・復習の習慣を身に付けさせます。

◆授業内で対話的な学習を取り入れる

ことで他者の意見を聴いたり、周囲と協

働して課題解決方法を見つけたりする

学習を行い、主体的に学習できる雰囲

気を作ります。

◆定期考査の予習課題の提示を早期に

行うことで自主学習の意欲を高めます。

◆授業内でポイントとなる知識・技能を

明確にすることで生徒が見通しをもって

学習しやすいように工夫します。

◆小テストなどをすることで生徒が基礎

的・基本的な知識・技能を身につける、ま

た自己評価ができる機会を作ります。

◆基礎・基本的な知識を身に付けるため

に、タブレットで用語練習ができる学習

課題を提示します。

◆自主学習ノートで学習の様子を見と

り、学習の方法を提示していきます。



３
年

授業アンケートより

◇およそ 9割の生徒に対

しねらいを明確にできて

います。およそ７割の生徒

に対し授業中のプリント、

電子黒板、板書を分かり

やすく提示し、分かりやす

い説明ができています。

しかし意欲的に参加でき

ていないという生徒が約

35％います。

定期考査・小テストより

◇基礎・基本的な知識・

技能が身についている生

徒の割合が多い一方、応

用問題でつまずく生徒が

いたり、基礎的・基本的な

知識・技能が身について

いなかったりする生徒が

います。考査前までの学

習の質と量の差が原因だ

と考えられます。

◇授業内で用いるプリント、

スライド、板書を分かりやす

くする必要があります。

◇生徒が分かりやすいと思

える説明をする必要があり

ます。

◇予習や復習をし、積極的

に考え、発表するなど、意欲

的に授業に取り組めていな

い生徒がいます。

◇自主的な学習の習慣がな

い生徒がいます。

◇基礎・基本的な知識・技

能が身についていない生徒

がいます。

◇応用問題に対応できない

生徒が多いことです。

◇学習の方法が確立してい

ない生徒がいます。

◆授業の流れや生徒がつまずきやすい

ポイントをもう一度整理し直すこと、授業

中生徒の反応を見ながら進めていくこと

で生徒の理解を確かめながら、PDCA

でより分かりやすい授業を目指します。

◆学習カードで授業を振り返り、自身の

の課題を把握させ、自主学習ノートを利

用して学習することを指導し、計画的に

予習・復習の習慣を身に付けさせます。

◆授業内で対話的な学習を取り入れる

ことで他者の意見を聴いたり、周囲と協

働して課題解決方法を見つけたりする

学習を行い、主体的に学習できる雰囲

気を作ります。

◆定期考査の予習課題の提示を早期に

行うことで自主学習の意欲を高めます。

◆授業内でポイントとなる知識・技能を

明確にすることで生徒が見通しをもって

学習しやすいように工夫します。

◆小テストなどをすることで生徒が基礎

的・基本的な知識・技能を身につける、ま

た自己評価ができる機会を作ります。

◆基礎・基本的な知識を身に付けるため

に、タブレットで用語練習ができる学習

課題を提示します。

◆自主学習ノートで学習のようすを見と

り、学習の方法を提示していきます。



（５）音楽科

【中学校】

音楽科の重点

◇すべての領域において音楽の諸要素から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。基本的な読譜によって理解が深まるため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。

◇歌唱における声部の選択をジェンダーフリーにしています。性別によって声部を決定しない指導を行います。

◇器楽について伝統和楽器の表現活動を３年間を通して行います。実際に演奏できる伝統和楽器は箏のみのた

め、鑑賞の中で様々な伝統音楽の形を学習するようにしています。また、伝統和楽器を用いて現代曲や、西洋

音楽を演奏することで音楽表現の多様性を感じられるようにしています。

◇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

◇コロナ禍の影響より歌

唱ができず、個々の歌唱

評価が把握できていませ

ん。

◇和楽器演奏に意欲的

に取り組む生徒が多くい

ます。

◇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。

◇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。

◇取り組みやすい課題で基

礎を身につけ、苦手意識を

減らすことが課題です。

◇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。

◆指示については視覚優位の生徒への

配慮から、ICT 機器を活用して少ない

指示、短期的な指示、具体的な指示に分

けて提示します。

◆表現分野だけでなく、鑑賞や創作

においても段階的な課題を提示します。

◆ハミングによる音の高低感をもたせる

指導で発声しなくてもできる歌唱指導を

行います。

２
年

◇コロナ禍の影響より歌

唱ができず、個々の歌唱

評価が把握できていませ

ん。

◇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。

◇表現領域の授業には熱

心に取り組んでいます。

◇鑑賞の記述や表現の技

能習得において、他の教材

で学んだことを関連付けて

考えることが課題です。

◇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。

◆他の教材で学んだことを提示し参考

にさせることで音楽表現を工夫を深めさ

せるようにします。

◆技能の習得において、１年の基礎的な

演奏法、表現方法を確認してから発展

的な表現方法を工夫するように段階的

に指導を行います。

◆ハミングによる音の高低感をもたせる

指導で発声しなくてもできる歌唱指導を

行います。

３
年

◇コロナ禍の影響より歌

唱ができず、個々の歌唱

評価が把握できていませ

ん。

◇知識や技能について積

極的に学ぶ姿勢がみられ

ます。

◇他の学習内容と関連付

けて学習することは難し

い様子です。

◇音楽の仕組みや形づくっ

ている要素について、他の

教材で学んだことを生かし

ながら音楽表現を工夫する

ことが課題です。

◇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。

◇他の教材で学んだことを提示し参考

にさせることで音楽表現を工夫を深めさ

せるようにします。

◇技能の習得において、１・２年の基礎

的な演奏法、表現方法を確認してから

発展的な表現方法を工夫するように段

階的に指導を行います。

◆ハミングによる音の高低感をもたせる

指導で発声しなくてもできる歌唱指導を

行います。



（６）美術科

【中学校】

美術科の重点

◇生徒が主体的に学べるよう予習学習に力を入れ、対面授業では ICT機器を使った授業と実技授業、意見交換

し学び合う南中野スタンダードを活用した学びの方法を模索し、授業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。

◇制作途中や完成後、お互いの作品を披露することで、主題や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は

全体的に意欲をもって、

真面目に前向きに授業を

受けています。対面授業

を重ねるたびに授業内容

を理解し、秩序もできて

います。

◇一部落ち着かない生徒

もいますが、全体として

素直に取り組む姿勢が見

られます。

◇事前の準備や予習を積極

的に行う生徒とそうでない

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喋っ

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黒板や

自己評価表で行い、見通しをもたせてい

きます。また予習のポイントも確認しま

す。技能面だけでなく、自分らしさと向き

合い表現する楽しさを主題を通して確

認します。

◇「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

つけさせていきます。

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

イデアがなかなか出ず時

間がかかる生徒もいま

す。

◇制作の見通しや時間配分

が苦手なようです。ただ作

業が遅くてもこだわりをもっ

て取り組みます。時間内に

終わらせるための準備や見

通しがあまいです。

◇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やねらいを黒板

に毎回表示し確認していきます。ICT 機

器の活用で導入の工夫を行い、iPad の

活用でアイデアを広げ積極的に授業に

参加させていきます。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

◇意欲的に内容を深めな

がら授業を受けることが

できています。ほぼ全員

真面目に真剣に制作に取

り組めています。

◇話をきちんと聞き、内

容を理解しますが、事前

に案を考え準備したり予

習したりする習慣が身に

ついていない生徒もいま

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社会

とのつながりを意識させる

必要があります。

◇プリントやICT機器の活用で、課題の

把握や見通しを立てること、iPad の活

用でアイデアが広がり積極的に工夫が

でき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

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。

◇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。

◇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。

◇感染対策を行いながら、生徒が安全･安心できる活動をします。

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、意欲
的取り組めます。
◇思考力・判断力・表現力
に課題がある生徒がおり、
学習したことを表現できな
い生徒がいます。
◇握力や上体起こしは全
国平均を上回っています。
全身持久力がやや低めで
す。
◇iPad を有効活用し、主
体的に学習に取り組めてい
ます。

◇集団行動の意識付けは
引き続き必要です。
◇運動に対する知識がしっ
かりと身に付いていない生
徒が一定数います。記録表
や学習カードを書かせて、
視覚的に理解することが必
要です。
◇運動が苦手な生徒が意
欲的に取り組める活動が
必要です。
◇iPad を上手く活用でき

ていないことがあり、活用

する場面の理解が必要で

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。
◆知識・技能の定着を図るため、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。

◆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ます。学習プリ

ントや学習カードを用いて、授業のポイント

を確認させます。
◆ＩＣＴを活用し、より視覚的に学習ができ
るようにします。

２
年

◇集団行動の基本的習慣
が身に付いているが、授業
によっては規律が乱れるこ
とがあります。
◇思考力・判断力・表現力
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。
◇体力の要素は男女ともに
平均的に高いです。全身持
久力や瞬発力がやや低め
です。
◇iPad を有効活用し、主
体的に学習に取り組めてい
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。

◇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。

◇課題を解決するために、

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。

◇iPad を上手く活用でき

ていないことがあり、活用

する場面の理解が必要で

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、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。
◆安心・安全に授業を楽しめる内容を精
選し、習熟度別の活動やグループ活動を
積極的に取り入れます。
◆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。
◆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、iPad 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。



３
年

◇集団行動の基本的習慣
の身に付いている生徒が
多く、意欲的に取り組めま
す。
◇思考力・判断力・表現力
に大きな成長があり、客観
的な視点で物事を表現で
きます。
◇体力の要素では、どの種

目も平均以下なことが多

く、全身持久力や投力が特

に低いです。
◇iPad を有効し、視覚的
に自分自身の動きを捉える
ことができています。

◇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。
◇基礎体力が不足する生
徒もいるので、様々な運動
の特性を捉えた段階的なト
レーニングの工夫が必要で
す。
◇iPad をどの場面で積極
的に使用していくかを理解
する必要があります。

◆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。
◆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・判断力・表現力を養います。
◆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。
◆iPadを自己の活動のふりかえりで活用
する。足りない部分はＧｏｏｇｌｅクラスルー
ムを用いて補助学習を行います。



（８）技術・家庭科

【中学校】

技術・家庭科の重点

◇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。

◇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。

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

技◇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。

技◇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
とが難しい生徒がいま
す。

家◇おおむね意欲的に課
題に取り組んでいま
す。

家◇一部に授業の準備
が滞りがちな生徒がい
ます。

技◇身近な例を複数提示
し、基礎・基本的な技術力
の定着が必須課題です。

家◇学習内容によって知識
理解の定着が十分でない
部分があります。

技◆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。

技◆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。

技◆興味関心を引き出せるような教材
開発を進めていきます。

家◆これからの実習でも説明を簡素化
し、明確な説明を行うことで、理解す
べきところを確実に伝え、正しい作業
方法を身につけさせていきます。

２
年

技◇身近な生活の中の
課題に対し、意欲的に
取り組む生徒が多くみ
られます。

技◇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。

技◇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◇意欲的に取り組む生
徒が多くなっています。

家◇知識・技能の定着が
なされていない生徒が
います。

技◇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。

家◇理解や作業の進度に差
が生じやすく授業の進度
に影響することがありま
す。

技◆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。

技◆興味関心を引き出せるような教材
開発を進めていきます。

技◆授業中は机間巡視を多くして、的確
なアドバイス・見本提示をしていきま
す。

家◆完成度や進度に差が生じることを
想定し、到達度の高い生徒には発展
的な課題を準備します。

３
年

技◇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。

技◇基本的なことは取り
組むが、課題に対して
発展的に考え課題を見
つけようとする生徒は
少ないです。

家◇思考・判断・表現に
不安な生徒がいます。

技◇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。

家◇学習内容が知識の習
得に偏りがちになることが
あります。

技◆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。

家◆幼児のおもちゃ作りを通して、習得
した知識を深め、生活で実践する力を
養います。



（９）外国語科

【中学校】

外国語科の重点

次の２点に重点をおき、日々の活動を進めています。

（１） 授業ごとに対話場面を作り、話すこと【やりとり】の力を養います。

（２） 活動ごとに目標を示すことにより、生徒の読むこと、聞くことの力を養います。

令和３年度「中野区学力にかかわる調査 外国語」の結果より

・第２学年、第３学年ともに、目標値以上の結果が得られています。

・区の平均と比較すると、全体として語彙や文法的な「知識・技能」の能力が低いことが課題です。

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。

◇「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。

◇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。

◇自作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。

◇個々の理解度・定着度に

応じた「おまかせ教室」ライン

ズ e ライブラリの活用を工夫

する必要があります。

◆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。

◆放課後学習教室を利用して、アルファ

ベットの大文字や小文字、基礎的な単語

を書くことの指導を行っていきます。

◆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、「単元テスト」や「リ

テリングテスト」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。

◇授業後に実施する「文

法プリント」や「ワーク」で

は、文法的に正しく文を書

ける生徒が多いですが、

学力テスト等になると、文

脈の中で適切な文法事項

を判断することができな

い生徒が多いです。

◇「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。

◇生徒がさらに、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が

十分に定着できてない生徒

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。

◇英語を得意とする生徒が

さらに意欲をもって取り組む

ことができるプラスアルファ

の言語活動を授業内に取り

入れたり、貸与されているタ

ブレットを用いて、「おまかせ

教室」ラインズ e ライブラリを

使用して、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、放課後などに英

会話に取り組みます。

◆放課後学習教室を利用して、基礎的な

文法の指導を行っていきます。

◆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

ことができる生徒は少な

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。

◆定期的に「コミュニケーションテスト」や

「リテリングテスト」を行うことにより、日ご

ろから行ってるペアワークをより意欲的

に行わせます。

◆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ように基

礎的な力を身に付けさせます。

少人数指導の充実（実施校）に向けて

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の活用の工夫

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。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。また、放課後の英会話教室

(Burns Challenge)を通して、英語を話すことの楽しさを伝えていきます。


