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　　東京都北区立王子桜中学校

④指導方法の課題分析と具体的な授業改善案（様式 ）



である。　英作文と読解の力を向上させるため、、継続的に指導をしていきたい。

共生の精神に満ち、国際的視野に立
ち、大きな夢の実現のために限りなく向
上に努める人を育てる。

・自主　自ら考え正しく判断し行動する
人

・創造　先人に学び、未来の文化を創る
人

・飛翔　視野を広く、高き理想を目指す人

本校の教育目標

校内における学力向上推進体制

る。さらに、学校支援ボランティアの協力を

町会・自治会との地域防災の実施を通し、

人間性や社会性豊かな生徒の育成を図

家庭や地域社会との

連携の工夫

をもとに、よりきめ細かく生徒を評

価し、評定する。また、評価・評定

の方法を明確にすることで、より

確かな評定とすると共に、考査問

題の観点の明記など、保護者・生

研究を継続して実施していく。

特に今年度は「ＮＩＥ」を取り入れ、「キャリア

電流や力などの物理領域を苦手とする生徒が多い。グラフの読み取りやそこから計算式を導くなどの反復練習を意識して行

う。各学年とも関心・意欲が高まるような発問、教材の研究が必要である。

学力向上にかかわる経営方針

教育先進都市北区の教育理念
である「北区学校ファミリー構
想」に基づき、地域や幼稚園小
学校・中学校が連携し、小中一
貫教育を通して基礎・基本的な
学力を身に付け、将来にわたっ
て役に立つ「確かな学力」を育む
教育を推進する。

単元によって、理解度に差があるので、不十分な分野の補充が必要である。既習の内容の復習をしたり、活用の力を伸ば

得て、教育の質を高める。　　　　　　　　　

 ４　小中一貫教育を推進し、小中のつながりを意識した指導を進め、高い自己肯定感を育てる。

楽しい学校づくりを推進する。 夫を図る。 徒への分かりやすさに配慮する。

で、勤労観や職業観を高める。また、連合

どの学年も全ての観点で期待正答率や区の平均解答率を大幅に上回っている。　課題としては、条件英作文と長文読解

本校が生徒に育成したい力

の工夫

目指していきたい。

各教科ごとに作成した評価基準表

すため、課題解決型の授業を増やす。また、小中の連携、スクラムサポート、パワーアップ講師との更なる連携を深める。

平成2４年度　北区立中学校学力向上を図るための全体計画 北　区　立　　王　子　桜　中　学　校

第２学年の職場体験学習を実施する中

 １　基礎・基本の定着を図りながら、課題発見能力や課題解決能力を育成する。

 ２　二学期制の中で新しい学びを探り、生徒一人ひとりにきめ細やかな教育を推進することで、学力の向上を図る。

 ３　朝読書や新聞タイムを実施し、生徒の読み解く力を身に付けさせ、言語力を高め、思考力、判断力、表現力を養う。

昨年同様、サブファミリー校との連携教育、 地域の協力を得て、１学年の職場訪問や

平成2４年度「北区基礎・基本の定着度調査」を受けての各教科の分析

単元によって、定着度に差がある、小学校との連携を深めていき、小学校での扱いが不十分なところは時間をとって指導でき

るように、指導計画を立て直す必要がある。

評価活動の工夫

教育」「ＥＳＤ」の視点を生かしながら

組める学習できる環境をつくり、明るく

「ノーチャイムによる学校生活」を通し、

自ら考え正しく判断し行動すす自主性

・主体性を育て、全教育活動の中で

発揮させる。また、生徒の興味・関心

・意欲を高める教材を開発し、基礎・基

本の定着や磁力解決型の授業等、工

確保し、ゆとりある授業展開を図る。

少人数指導・ＴＴを推進し、個に応じた

加えて、生徒が落ち着いて学習に取り

全体的に学力は安定しているが、一部、読み・書きに課題が残る。今後の課題としては、基本的な国語力の育成に心掛けるとともに、漢字テスト・読
書と読書紹介文の作成・文学作品の読み取りと内容のまとめ文の作成・意見文の創作が、求められる。

教育課程編成上

の工夫

二学期制の特色を生かし、授業時数を

生きる力を育む幼小中一貫教育を

国語

社会

数学

英語

理科

きめ細やかな教育を推進していく。

平成２４年度～２６年度の北区教育委員会研究指定校として、「自分らしい生き方を実現していく幼小中のつながり」をテーマに掲げ、８つの教
科・領域の分科会で授業研究や指導法の研究を推進する。

校内における研究

や研修の工夫

本校の授業改善に向けた視点

指導内容・指導方法



北区立王子桜中学校

内容別結果の分析 観点別結果の分析 内容・観点のクロス分析
全体としては、目標値を達成しており、北区や全国の平均 国語への興味関心や書く力・読む力言語事項に関しては 関心意欲があっても、聞き取り力が弱い。言語活動におい
正答率を上待っている。国語への関心意欲は、十分なも 平均を上回っている。話す聞く力においては、平均を下ま ては、熟語の構成力・文章の内容理解力・自己表現力が
のがある。聞き取りや漢字の書き取り・熟語の構成・文章 割っているが、聞くテストや自分の考えを表現する機会が 不足している。これらの力は、実際に経験することから改善
の理解力の不足・自分の考えを表現する力が不足してい 少ないことが原因と考えられる。 することが可能である。学年での取り組みが大切である。
ることがわかった。

内容別結果の分析 観点別結果の分析 内容・観点のクロス分析
我が国の天皇中心の国づくりと明治維新後の政治に ４観点すべてにおいて、目標値を下回っている。特に、 全体として目標値を達成しておらず、区平均、全国平
ついてのみ目標値を上回っているが、それ以外の、 社会的な事象への関心・意欲・態度が、目標値に比べ 均ともに及んでいない。これは第一に、社会的な事象
我が国の産業や歴史、世界の中の日本の役割といっ 大きく下回っており、また、社会的な思考・判断は５０ への関心が低く、取り組む意欲が低下していることが
た項目は、すべて目標を下回っている。 数％というかなり低レベルの正答率となっている。 原因と考えられる。

内容別結果の分析 観点別結果の分析 内容・観点のクロス分析
全体として、目標値や区の平均値を上回っている。特に、 ４観点のうち、３観点については目標値を大きく上回って 基礎的な内容については定着しているようだが、活用する
平面図形、変わり方のきまり・文字と式については大きく いるが、関心・意欲・態度については２ポイント以上下回る ことが苦手な傾向がある。また、時間が経つと、忘れてしま
上回っている。反面、整数の性質、平均についてはわずか 結果となっている。個人差の問題が大きいと思われるが、 い、次の問題に使えないことが考えられる。反復学習で
に下回り、学習の不足、苦手傾向が見られる。 中学校への進学を機に、興味関心を持って取り組めるよ 理解を確実したい。考え、活用する力を伸ばすため課題解

うに、授業を工夫したい。 解決型の授業や教材の開発に努めたい。

内容別結果の分析 観点別結果の分析 内容・観点のクロス分析
流水のはたらきの正当率が極端に低い。 全観点とも、ほぼ全国平均、目標値並みである。 理科離れが全国的な現象であることの表れだろうか。
また、物の体積ととけかたと天体は全国的に正答率が低い。 4観点では、自然現象への関心・意欲・態度が校内、区、 都市化がすすみ、幼少期から自然に親しむ体験が激減
一方で、生物に関する内容は正答率が高い。 全国ともいちばん低くなっている。 しているなかでは、まず科学の楽しさを体験することが
数字からの推測、地学的な内容を苦手とする生徒が全国 大事なことになっていると思われる。
的に多い。3次元的な理解が難しいことがわかる。

平成２４年度　第１学年 「北区基礎・基本の定着度調査」（北区教育委員会）結果の内容別・観点別の分析

国　　　　　語

社　　　　　　会

数　　　　　　学

理　　　　　　科



内容別結果の分析 観点別結果の分析 内容・観点のクロス分析
全体としては目標値に達しており、北区の平均正答率や １年次から読む能力や話す聞くといった能力はかなり平均 おおむね平均値を上回っているのだが、不思議なことに文
全国平均正答率を上回っている。さらに特徴としては、基礎 値を上回っているが、反対に書く能力や言語事項について 法や語句に関する知識は目標値に対して全国平均や区の
の問題より活用問題の正答率が上回っている点である。 は、やや下回っている。場に応じた漢字や言葉の使い方が 平均値は２０ポイントも低い。本校はちょうどその中間だが、
漢字の書き取りや文法、語句の知識が低いため、このよう 身についていないと思われる。 文法に対する取り組みが学校によって違うのではないか。
な結果になったと思われる。 漢字の書き取りや作文に特に力を入れていきたい。

内容別結果の分析 観点別結果の分析 内容・観点のクロス分析
今年度の調査については、新学習指導要領への移行が 関心の項目が低くでているが、地理では今回調査された 地理的分野においは、本来２学年で学習するはずの
考慮されておらず、地理的分野においては１８問のうち 問題では該当の設問が無く、歴史のみの回答となった。 日本の都道府県に関する調査項目が集計に残っており、
９問を集計の対象にならなかったので、内容を分析するに そのため、歴史での回答率が低かったため、今回のような 今年度に関しては、分析をするに至らない。
至らない。歴史的分野では古代の内容の基礎的な理解が 結果がでてしまった。 歴史に関しては、基礎的な知識・理解が不足しており、
不十分であった。 毎時のポイントを押さえる学習が必要である。

内容別結果の分析 観点別結果の分析 内容・観点のクロス分析
数と式、および数量関係については、区平均より１～２ポ 各観点とも、区平均もしくは区平均を上回っている。 クロス分析をすると、日常の授業での取組や知識の習得
イント上回っているが、図形分野について課題がある。 しかし、数学的な見方や考え方については、期待値より は、ある程度きちんとできているが、過去に学習した内容
特に、空間図形の求積について苦手傾向が強い。また、 ４ポイントほど低い傾向があり、特にこの領域の力を伸ば の長期にわたる知識の維持や活用面に課題があることが
方程式でも比例式や、文字ときが何を表しているのかを分 していく必要がある。 わかる。日々の授業の中に、課題解決的な学習や、スパ
析、表現する課題に対して苦手傾向が強い。 イラルの学習を意図的に増やしていく必要がある。

内容別結果の分析 観点別結果の分析 内容・観点のクロス分析
全体的に、区平均を上回っているが、目標値に基礎・活用 各観点とも、区平均もしくは区平均を上回っている。 １分野、特に物理分野の作図や計算を苦手と思う生徒が
とも達していなかった。特に光・音の性質や力と圧力の しかし、期待値に対して自然現象への関心・意欲・態度 おり、そうした結果が今回の区の基礎・基本の調査に
物理分野で苦手傾向が強いことが読み取れた。 ６ポイントも低く、この領域をのばしていく必要がある。 あらわれていた。今後は、こういった作図や計算に時間

をとり、苦手意識を取り除いて行きたい。

内容別結果の分析 観点別結果の分析 内容・観点のクロス分析
全体として、目標値を上回っている。ただし、｢会話文の読 ほとんど目標値を上回っているが、｢言語や文化について 内容別・観点別正答率はほとんど高いので、維持させてい
み取り｣は、目標値とほぼ同じであり、｢文法・慣用表現の の知識・理解｣だけは下回っている。 きたい。文法、慣用表現については、繰り返し、指導して
知識・理解｣は下回っている。 身につけさせていきたい。

理　　　　　　　科

英　　　　　　語

国　　　　　語

社　　　　　　会

数　　　　　　学

平成２４年度　第２学年 「北区基礎・基本の定着度調査」（北区教育委員会）結果の内容別・観点別の分析



内容別結果の分析 観点別結果の分析 内容・観点のクロス分析
どの内容も全国平均正答率を上回っており、ほぼ満足 ５観点すべてにおいて全国平均正答率をかなり上回って 内容・観点共にほとんど全国や区の平均正答率を上回り
できる結果であった。ただ区の平均正答率と比べると いる。特に言語についての知識、理解については６．３ 力は安定していると言えるだろう。
説明文・文学作品共に、読み取りの正答率がやや劣って ポイントも高い。 ただ、結果を見ると、読み取りの能力に課題が残る。
いる。他の内容の正答率は区の平均正答率を大幅に上 読む能力が区の平均正答率より０．８ポイント低く、その 今後、なるべく多くの文章を読ませ、読解力が身につく
回っている。 部分だけが平均以下になっている。 よう工夫していく必要がある。

内容別結果の分析 観点別結果の分析 内容・観点のクロス分析
全体としては目標値を上回る結果であったが、「日本の産 記述問題などの「思考・判断・表現」を問う問題に対して苦 地理分野においては、「資源や産業から見た日本」、歴史
業」や「近世の日本」については、おおむね目標値を下回っ 手とする傾向が見られた。「技能」や「知識・理解」を問う 分野では「近世の日本」などに課題が見られた。また全体
ていた。 問題に対しては、おおよそ目標値に近い傾向であったが、 的に記述式で答える問題の正答率が低かった。

日本の農業など期待値を大きく下回る傾向も見られた。

内容別結果の分析 観点別結果の分析 内容・観点のクロス分析
１次関数についてグラフや式を求めることが目標値 活用観点に関し、思考・判断力では図形に関する証明 全体的に知識や技能面に関し、１・２年の内容が図形や
より下回っている。図形の証明に関する問題についても 目標値を下回っている。１次関数に関しては同等か上 １次関数で特に定着できていない。春休みに復習が進ん
目標値を下回っている。その他の分野に関しては同等か 回っている。表現力に関しては図形の証明で結論を導 でいないことが分かる。入試を前にテストなどで確認し、
または上回っている。 き出す問題では目標値と同等である。また１次関数では できていない内容に関し復習を授業でも取り組んでいく。

理由を説明する問題で目標値を下回っている。

内容別結果の分析 観点別結果の分析 内容・観点のクロス分析
全体的に区の平均とほぼ同程度ではあるが、目標値、 全体的に区の平均とほぼ同等であるが、観察・実験の 全体的に知識の定着ができていないく、特に化学分野、
全国平均ともに下回っていた。特に化学分野、天気 技能・表現が区の平均正答率を５％下回っていた。 天気分野で定着ができていない。夏休みに補習を行い、
分野で目標を下回っている。校内の平均と区の平均は 記述の問題で正答率が低く、無回答も多い傾向が 知識の定着をはかるとともに、普段の授業でも小テストを
ほぼ同等である。 見られた。 行い、学んだ知識を活用させていく。

内容別結果の分析 観点別結果の分析 内容・観点のクロス分析
全体として期待正答率、区平均正答率を大きく上回って どの観点も５～１０％前後、期待正答率、区平均正答率を 校内正答率が高いので、引き続き興味関心を高めながら
いる。ただし、条件英作文は期待正答率を下回り、長文読 上回っている。しかし「言語や文化についての知識・理解」 定着を図りたい。条件英作文、長文読解、語順に関する
解は、期待正答率とほぼ同じである。 と[表現の能力」に関しては期待値との差が少ないので、 指導は、今まで以上に学習量を増やしたり、練習内容を

強化が必要である。 工夫して、指導していきたい。

理　　　　　　科

英　　　　　　語

平成２４年度　第３学年 「北区基礎・基本の定着度調査」（北区教育委員会）結果の内容別・観点別の分析

国　　　　　語

社　　　　　　会

数　　　　　　学



国語

結果の分析 授業改善の視点 具体的な授業改善案

５観点のうち、３観点が平均を上回っている。話す・聞く力 結果から見ると、やはり知識・理解・言語の力が弱いので ３０問の漢字テストを１０問に減らす。１週間に一回だったのを

が５，７ポイント、関心・意欲・も５，４ポイントと大きく上回っ 普段から文章に慣れ親しみ、実際に言葉を使いこなす 毎時間１０問ずつにし、確実に身につくように工夫する。また、熟語

たいる。にも関わらず全体でわずかに平均を下回った理由 実践が必要と思われる。文法や敬語などについてはある やことわざ、慣用句などは知識として身に付けさせるため、作文に

は、知識・理解・言語が４ポイントも下回ったためである。 程度知識として身に付けなければならないのでいつも などにも取り入れ、自らが普段使いこなせるようにする。

北区の基礎基本調査も同じ結果となっている。 意識して授業の中で取り入れることが必要である。

社会

結果の分析 授業改善の視点 具体的な授業改善案

４観点すべてにおいて、抽出校平均を下回っている。特に知識・ 昨年の地理的分野の指導では、グラフの読み取りなどに力を 都道府県や主な国名の小テストを繰り返し行うほか、日本の

理解の項目においては、大きく下回っている。昨年度の区の調査 入れてきたが、地名などの基礎知識部分での指導が 諸地域の学習では、７地方区分ごとに都道府県名を確認させる

でも同様の傾向がある。時差や世界地図の図法に関して 不十分であるので改善を要する。思考・判断するためにも など、基礎知識を繰り返し学習していく。歴史的分野では、授業の

は、授業で扱ったものよりも高レベルのものが出題され、 基礎知識が必要なので、知識・理解が高まれば、思考・ 学習課題を提示し、毎時その回答を本時に出てきた言葉

回答率が低くなった。 判断の観点も改善されると思われる。 を使いながら、簡単にまとめる活動を繰り返していく。

数学

結果の分析 授業改善の視点 具体的な授業改善案

４領域中、数学的の技能については、都平均を７ポイント上回る 知識・理解面では、スパイラル的な学習を日常的に取り入れ、 前時の復習ミニテストを導入時に実施すると共に、当該の単元内容

成績を上げているが、他の３領域では都平均を下回っている。 知識の定着を図る必要がある。 だけでなく、復習テストを実施していく。

特に、数学的な見方や読み解く力について、大きな課題 また、解答を導くまでの手順大切にし、生徒に説明させる 文字式が何を表してるのかを問う課題や、説明するような課題を

がある。 ことや、文章から必要な情報を読み取る課題を多く設定し 授業の中に今まで以上に意識的に取り入れていく。

取り組む必要がある。

理科

結果の分析 授業改善の視点 具体的な授業改善案

4観点の内、知識・理解が都の平均を２．６ポイント上回っていた
が

今後も引き続き、知識・理解をのばしていくような授業構成 理科的な技能を伸ばしていくために、実験時に器具の基礎操作を

残りの３観点については、都の平均を下回る結果となった。 をしていきたい。一方、技能については実験や観察など 繰り返し学習させる。

知識・理解については、前回の調査から意識していたため 体験活動を通じてのばして行く必要がある。 学習課題を出し課題に対する自分の考え、結果、わかったことを

都平均を上回るだが、技能では６ポイントも下になってい 書き、こういった言語活動のなかで興味・関心、思考、

るため今後の課題となる。 技能を伸ばしていく活動をおこなっていく。

英語

結果の分析 授業改善の視点 具体的な授業改善案

４観点すべてにおいて、都の平均を下回っている。特に、関心・ 関心・意欲・態度が高まるような教材を工夫していけば、他の観点 １年時の基礎・基本的な事項の習得が不十分であると思われる

意欲・態度の観点と話す・聞くという表現の能力が大きく下 の力も上がってと思われる。話す・聞くという表現の能力に ので、２年の授業において復習を取り入れながら、教材を工夫して

回っている。 おいては、ALTとの授業において、力を入れることが有効 いく。ALTとの授業では、話す、聞くという観点に力を入れて計画的

であると思われる。 に進めていきたい。

現 第２学年　　平成２４年度第２学年 「児童・生徒の学力向上を図るための調査」（東京都教育委員会）結果の分析〔悉皆〕　（様式３）



北区立王子桜中学校

学年 指導方法の課題分析 具体的な授業改善案 補充・発展指導計画

聞く力の実践練習の不足。漢字書き取りテストの不足。 聞くテストの回数の増加。漢字小テストの実践。国語の便 漢字コンクール。

定期考査以外の国語科的小テストの不足。事務的な文 覧を利用した国語基礎テスト。読書の機会の設定。並びに、 読書記録の発表会。

章ではなく。小説教材のような、内容理解の練習。行事作 その読書の記録を紹介する、「読書記録」の記録作り。 弁論大会の実施。

文ではなく。行事作文ではなく、意見文などの自己主張 意見文の実践練習。

の機会を、増やすことの大切さ。

読解力は昨年度に続き、大幅に平均点を上回っている。 言語活動と作文の強化を早急に図る必要がある。漢字テ 週に１時間言語活動の時間を取っているので、この時間を

ただ、文学作品の正答率に比べて説明文の読解が弱い。 ストは現行は３０問を週に１回だが、力が劣る生徒にとっ 有効に使うこと。文法のテキストを使って繰り返し問題を

かなり詳しく授業では取り組んできたつもりだが、いっそう ては、多すぎると思われる。１５問か１０問に絞って確実に 解くこと。漢字テストを確実に実施し、やりっぱなしでは

工夫する必要がある。また、残念ながら漢字の書き取りが 覚えさせる方法を考える。また文法問題も数多く問題を解 なく見直しや再テストなどきちんと覚えられるように改善

弱い。漢字テストの実施方法を見直す必要がある。 かせる。さらに作文はこまめに書かせる時間を作る。 していく。

昨年度の結果を受け、言語事項に関しては力を入れて 授業の中で、なるべく多くの文章を読ませたい。 学年では毎週金曜日の朝に新聞記事を読み、感想を書く

きたし、文章もいろいろな形で書かせてきた。 特に論説文や説明文を速く、正確に読む練習をさせる。 ＮＩＥに取り組ませているが、それも丁寧にやるよう呼び

それに比べ、読解力に関しては、特別に指導することが 毎週金曜日の朝に新聞記事を読み、感想を書くＮＩＥに かけていく。

足りなかったかもしれない。今後、その部分をどう強化 取り組ませているが、それも丁寧にやるよう呼びかけて 読む能力以外の観点については、今まで通り基礎固めを

していくかを早急に考えたい。 いきたい。 しっかり行っていきたい。

指導方法の課題分析と具体的な授業改善案　（国　　語）

１年

２年

３年



北区立王子桜中学校

学年 指導方法の課題分析 具体的な授業改善案 補充・発展指導計画

社会的事象への関心・意欲・態度が低いことが判明 導入で小学校既習事項や生徒の関心の高い事項を 単元の終わりなどで、ワークシートを活用して復習させ

したので、生徒が関心を持ち、意欲的に取り組める授 取り扱い、生徒が意欲を持って授業に取り組めるよう 基本事項の確実な知識の定着を図る。また、ディスカ

業を行うことが第一の課題解決である。また、全体的 にする。また、授業の目標を明確にし、授業の終わり ッションやプレゼンテーションを実施して、生徒が主体

に低レベルであるので、基本的な事柄を確実に理解 と単元の終わりに振り返りを行うことで、基本事項の となって授業に取り組むことで、能動的に知識の習得

させる指導が必要である。 確実な習得ができるようにする。 を図れるようにする。

歴史的分野に関しては、基礎的・基本的な知識・理解が 歴史の授業では毎時学習課題を立てて、授業の最後に 時代を大観する授業のとことでは、ディスカッションや

不足している。これは、板書のする項目の整理が不十分 本時の内容を振り返り、自分の言葉で課題の答えを書か ディベートを取り入れ、その単元で学んだ知識を自分の

で、ポイントがわかりづらくなったことと、学習課題を明確に せる授業に取り組んでいる。地理的分野では、夏休み後 ものとできるようにしていく。歴史では時間を確保して

できていなかったことによる。地理では、地図帳を使う に、都道府県と県庁所在地、主な国名のテストを行い、 ワークに取り組ませるようにしていく。

場面が不足していた。 知識の定着をはかる。

地理分野については、地図帳や資料などを使って、資料を 「公民分野」の学習でも資料活用の技量を高めるワーク 入試前や宿題などで、地理分野、歴史分野の復習ができ

「読み取らせ」たり、グラフなどを作成させる力を育む指導 シートや、思考力や判断力を高める授業の展開などを心 るワークシートなどに取り組み、知識の定着を図りたい。

が求められる。歴史分野については、時代ごとの特色を がける。

つかませる授業展開や知識の定着を図る指導が求めら

れる。

指導方法の課題分析と具体的な授業改善案　（社　　会）

１年

２年

３年



北区立王子桜中学校

学年 指導方法の課題分析 具体的な授業改善案 補充・発展指導計画

全体的に各分野、期待正答率を越えている。特に、基礎 数学への興味関心を深めるため、、数学史を取り入れたり、 確認テストや自己評価に基づいて単元の終了時や定期

的な知識・技能の習得は大きく上回っているのに対し、活 日常の事象と結び合わせた教材の開発に努める。また、 考査の前、長期休業中などに補充学習の機会を作る。

用の力はほぼ同程度である。数学への興味・関心を高め 課題解決型の学習を多く取り入れ、考えさせる場面を増や 学力パワーアップ講師やスクラムサポートと連携し、個別

ること、しっかり考えさせることに重点を置く必要がある。 す授業作りを心がける。また、その日の授業でわかった 対応の機会を増やしたり、意欲向上につなげていく。長期

ことをまとめさせ、理解を確実にさせる。 休業中の課題で、数学的な事象を探し、レポートさせたい。

基礎的な知識、技能の習得は、平均的には達成されてい 前時に学んだ内容の小テストや、スパイラル的な復習な 生徒自身に説明させたり、理由を記述させたりという学習

るが、普段使わない内容についての定着度が低い。 ど、過去に学んだ学習内容の復習を、今まで以上に意図 課題を増やしつつ、学力パワーアップ講師やスクラムサポ

意識的に反復練習をさせながら、知識を活用させることを に授業に取り入れていく。また、生徒自身になぜそうなる ートと連携し、個別対応の機会をさらに増やしていく。

積極的に取り入れることで、課題となる部分の解決につな のかを常に考えさせるような、課題提示を行っていく。

がっていくと考えられる。

全体的に各分野、期待正答率とはほぼ同程度である。 毎回の授業で宿題を出し、授業の最初に前回の宿題の スクラムサポートを活用し、検証授業と検討とを行い

図形の証明や1次関数について目標値を下回っている。 確認テストと宿題の確認を行う。 授業改善に取り組む。

２次関数の学習では復習をしながら学習を進めていく。 また、単元の導入では課題解決形の学習に取り組む。 また、確認テストで課題がある生徒に対し、補充授業を

３年生になり、学習意欲も高まってきている。 行う。　

家庭での学習を活用しながら指導を進めていく。

１年

２年

３年

指導方法の課題分析と具体的な授業改善案　（数　　学）



北区立王子桜中学校

学年 指導方法の課題分析 具体的な授業改善案 補充・発展指導計画

生徒が興味・関心を持って取り組めるような、学習指導を これは不思議だ、どうしてだろうと疑問がわき、解決したく 問題解決をはかるに当たって学び合い学習なども授業に

意識して行っていく必要がある。　　　　　         　　　　　　　　　　なるような発問、課題を工夫する。 織り込んでいく。

言語活動を活発にしながら、課題解決を行うように工夫する。 実験、観察、映像、話し合いを通して、疑問が解決し科学の 基礎力に課題がある生徒への補講を行う。

基礎力定着をはかるための、単語練習、単元テストなどを 法則性が見つかるような授業展開をつくる。 内容理解のために学年の枠は柔軟に扱う。

取り入れていく。 基礎的な内容の定着をはかる確認テストを行う。

日々の授業に興味・関心をもって取り組む学習課題や 単元ごとにつながる授業づくりを心がける。前時に学んだ 他の意見を聞き、そこから答えを見いだすような言語

学習教材の工夫をしていく必要がある。 ことをつかって学習課題に取り組み、自ら自然事象に 活動の充実をはかるを授業に取り組んでいく。

基礎・基本の定着をはかるため繰り返しに学習や ついて予想し、考え、結果をだし深めていく問題解決型の

単元別復習、単元テストなどとりいれていきたい。 学習形式を日々の授業に取り組んでいく。

　生徒が興味・関心を持って取り組める授業、教材の工夫 基本的な知識の定着を図り、学んだ知識を活用する 実験データを適切なグラフにできる技能を身に付けさせ、

を行っていく必要がある。 ために、小テストを行う。また、文章表現も練習する。 実験のデータから考えられることを読み取っていく力を

基本的な知識の定着をはかるため、繰り返し学習内容の グラフや結果からわかることを読み取る訓練もしていく。 養っていく。

確認を行っていくために小テスト、単元テストも取り入れて 普段の授業でも、考え、まとめていく時間をとりいれる。 問題慣れしていない生徒にはワークを使い、課題を与え

いきたい。 ていく。

指導方法の課題分析と具体的な授業改善案　（理　　科）

３年

２年

１年



北区立王子桜中学校

学年 指導方法の課題分析 具体的な授業改善案 補充・発展指導計画

生徒一人一人が積極的に授業に参加できるように工夫し ・話す力を伸ばすため、暗唱テストやコミュニケーション ・小テストによるフィードバックを行い、必要に応じて

生徒の関心・意欲を高める必要がある。 活動を継続的に行う。またＡＬＴとの授業を活用する。 再テスト及び発展的学習等を行う。

入門期なので音声指導に力を入れるとともに、文字を ・ワークシートやノート等を活用し、文字や文章の表現 ・生徒の言語活動の定着・発展をはかる補助資料を

使って、書くこと・読むことへ発展的に繋げていく指導を 力を伸ばす。 作成する。

する。 ・文法・文章の理解・定着のため、繰り返し行う。

｢文法・慣用表現の知識と理解｣については、文法習得の ・折に触れて、繰り返し、文法を説明し、思い起こさせて、 学力パワーアップ講師や、スクラムサポートと連携して、

ため、繰り返し、指導する必要がある。 練習を行い、身につけさせるようにする。 情報を共有し、個人的に、文法・慣用表現の習得に力を

・慣用表現についても、同様に、繰り返し、説明して、覚え 入れていく。

させるようにする。

条件英作文、長文読解、語順を中心とした文法指導の３つ ・まとまった量の英文を読む課題を授業の中に取り入れ ・授業の中で、ペアワークの機会を多く確保し、表現する

が課題であり、その定着を目指して指導する必要がある。 　新しい英文にふれる機会を多くする。 　ことへの抵抗感を減らす。

・自分の考えや意見を英文で表現する場面増やす。 ・小テスト等で生徒が自分の実力を実感できる機会を多く

・言語材料の導入の時に、できる限り多く、文法演習を 　し、必要に応じて補習授業などを実施する。

　行う。

指導方法の課題分析と具体的な授業改善案　（英　　語）

１年

２年

３年


