
平成２７年度

授業改善推進プラン 【中学校】

①平成27年度北区立中学校学力向上を図るための全体計画（様式１）
②平成27年度第１～３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（様式２）
③平成27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（様式３）
④指導方法の課題分析と具体的な授業改善案　５教科（様式４）

東京都北区立王子桜中学校



〔様式1〕

   二学期制の特色を生かし、授
業時数を確保し、ゆとりある授
業展開を図る。小人数授業やＴ
Ｔを推進し、個に応じた細やか
な教育を推進していく。また教
育指導員によるサポートによ
り、生徒が落ち着いて学習に取
り組める環境をつくり、明るく楽
しい学校づくりを推進する。

   「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
する自主性・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
本の定着や自力解決型の授業
など、工夫を図る。

   幼小中一貫の王子桜中サブ
ファミリーの3年間の研究の成果
を発表した。各教科で幼小中の
接続を重視した授業研究やＮＩＥ
を取り入れた授業の研究を引き
続き進める。今年度から特別支
援教育を校内研修の主題にして
いる。個々の生徒の支援につい
て学校全体で考え工夫していく。

   教科ごとに、年度当初に年間
指導計画・評価規準を作成し、
それに基づき、きめ細かく生徒
を評価し、評定していく。また、
考査問題への観点の明記な
ど、保護者・生徒へのわかりや
すさに配慮する。

   地域や企業の協力を得て、
第１学年の職場訪問や第２学
年の職場体験学習を実施する
中で、勤労観や職業観を高めて
いく。また、町会・自治会との地
域防災の実施や学校支援ボラ
ンティアの協力を得て、社会性
豊かな生徒の育成を図る。

［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

    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。

評価活動の工夫

教科全体の正答率を比較すると、1・3年生の校内平均正答率は、区及び全国平均正答率よりも高い数値になっているが、2
年生は区、全国いずれの平均正答率にも及ばなかった。領域や観点別の数値は学年によってばらつきがあるので、それぞ
れポイントを絞り、不得意分野の強化に努めたい。
1年生は正答率が区及び全国の平均数値を上回っており、さらに活用する力を育成することが望まれる。2年生は全国平均を
下回ったが、ほぼ区平均であった。基礎、活用ともにさらに底上げが必要である。3年生は正答率が区及び全国の平均正答
率を下回り、特に基礎の定着が求められる。
1・2年生は正答率が目標値を上回っている。2年生は目標値を下回る結果となった。3年生は全国、1年生は区の平均正答率
よりも高い数値になった。小学校では少人数で授業を行っていたが、中学校では少人数授業を行っていない。そのギャップを
感じさせないような授業の工夫をしていく。
全学年とも理科の正答率が全国平均値より低い値になっている。特に２学年の正答率が最も低く、基礎・基本の定着をしてい
くためにも繰り返し復習を行う必要がある。

２年生は正答率が区及び全国の平均正答率を下回っている。特に「書くこと」「長文の読み取り」の力を伸ばすことが必要であ
る。３年生は正答率が概ね上回っている。リスニング及び語形・語法の知識・理解が下回っているので向上させる必要があ
る。

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、生徒一人一人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、言語活動を充実させ、思考力・判断力・表現力を養う。
４，北区の小中一貫教育を推進し、小中のつながりと積み重ねを意識した指導を進め、高い自己肯定感を育てる。

校内における学力向上推進体制

平成２７年度　北区立中学校学力向上を図るための全体計画

数学

英語

理科

東京都北区立王子桜中学校

学力向上にかかわる経営方針

本校の教育目標
平成27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

本校が生徒に育成したい力

の工夫

教育課程編成上

の工夫

国語

社会

  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した成果を、引き続き実践、検証していく。

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 家庭や地域社会との

連携の工夫
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〔様式２〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７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

説明文の内容を読み取る内容について、区平均より
約4点も下回る結果であった。一方で、作文について
は約10点上回る結果であり、書く力の定着がある反
面、読み取る力について課題がみられる。

書く力が区平均よりも約8点上回っている一方で、読
む力については約1点であるが下回っている。また、
関心・意欲・態度以外の観点についてはほぼ同点ま
たは1点未満上回る結果であった。

漢字の読み書きはほぼ平均点で、言語についての知識・理
解については区平均よりわずかながら上回っている結果の
中で、読む力の中でも、説明的文章を読み取る力内容につ
いての結果が低かったことから、知識を生かして読み取る
活用力をつけていく必要がある。

　全体の正答率は、全国及び区平均を上回った。ま
た、歴史的分野、政治的分野ともに、全国及び区平均
を上回った。しかし、歴史的分野の鎌倉時代、室町時
代の分野と、政治的分野の日本国憲法のみ、全国及
び区平均を下回る結果となった。

「社会的事象への関心・意欲・態度」「社会的な思考・
判断・表現」「社会的事象についての知識・理解」は、
全国及び区平均を上回ったが、「資料活用の技能」の
み、全国平均を０．３％下回り、区平均とは同じ正答率
という結果となった。

全体的に正答率が高い中、鎌倉時代、室町時代の分
野のみ正答率が大幅に低い。この部分の観点は、
「思考・判断・表現」と「資料活用の技能」であり、この
観点を高める必要がある。

整数÷小数第一位＝小数第一位の計算の問題、分
数の除法の文章問題を表した図を読み取る問題、割
合が同じでも、もとにする量が異なるときは比べる量
が異なることを説明する問題について目標値を下回っ
たが、その他の分野では同程度の結果となった。

すべての領域で目標値、区の平均正答率を上回る結
果となった。「数学への関心・意欲・態度」、「数量や図
形などについての知識・理解」については全国平均を
下回る結果となった。

少数の割り算の問題では、「数学的な技能」、分数の
除法の文章問題を表した図を読み取る問題やグラフ
を読み取って説明する問題では「数学的な見方や考
え方」を苦手としている。

目標値65.0の平均正答率に対して校内平均正答率が65.2とわず
かであるが上回っている結果であった。内容別正答率から見ると
「ものの燃え方」「てこのはたらき」「電気の利用」での正答率は目
標値を５ポイントほど上回っているが、「大地のつくりと変化」につ
いてのみ目標値を９ポイントも下がっていて課題が見られる。

「関心・意欲」「科学的な思考」「知識・理解」の３観点
で、目標値に達している。しかし「観察・実験の技能」
で2.2ポイント下回っている。

全体的に目標値に達していて、基礎が定着している
が、活用の目標値が42.0のところ36.1と下回っている
ので改善を図っていきたい。
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社　　　　　　会

数　　　　　　学

理　　　　　　科

英　　　　　　語

化学分野「水溶液」の平均正答率が区平均と比べて
約８パーセントも低く、最も低い値になった。

自然事象への関心・意欲・態度と科学的な思考の観
点別正答率が区平均よりも１～２パーセント下回る結
果となった。一方で観察・実験の技能、自然現象につ
いての知識・理解は区平均を１～２パーセント上回る
結果となった。

「文法・語句に関する知識」は７ポイント以上低かっ
た。漢字は読みは上回ったが、書きは低かった。また
「文学的文章の読解」は上回ったが、「説明的文章の
読解」は下回った。「作文・記述問題」は上回った。

「国語への関心・意欲・態度」「話す・聞く能力」「書く能
力」は上回っており、「読む能力」は１ポイント、「言語
についての知識・理解・技能」は２、５ポイント下回っ
た。

総合的にはほぼ区の平均と変わらないが、一番下回ってい
る「言語知識」に関しては「文法」、「語句」の学習の繰り返し
の中で高めていきたい。「説明的文章」は週１のNIEでも、
キーセンテンスに線を引く、キーワードを抑えるなどで読解
力を高め、「読む能力」の向上につなげたい。

国　　　　　語

〔様式２〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７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

地理的分野に関しては「地球の姿をとらえる」「世界の
諸地域」が平均正答率を下回り、歴史的分野におい
ては「飛鳥時代～平安時代」の正答率が低かった。

資料活用の技能が全国平均正答率より5ポイント以上
低く、社会的事象についての知識・理解も5ポイント近
く低い。他の2つ観点については、区平均正答率を上
回っていた。

関心は低くないが、それが知識や技能の習得・活用に
つながっていない。関心をもたせるだけでなく、分布図
やグラフの作成や読み取り、歴史資料の読み取りや
活用など繰り返しおこない、基本的な知識や技能の確
実な習得を図る。

数量分野と図形分野ともに、全体を通して目標値を下
回る結果となった。数量分野の「正の数・負の数」など
の基礎的な項目や、図形分野の「平面図形」での作図
や対称性についての項目が、特に正答率が低くかっ
た。

全ての項目に関して目標値を５ポイント以上下回る結
果となった。特に、「数学への関心・意欲・態度」と「数
量や図形についての知識・理解」が特に低く、数学へ
の苦手意識をもつ生徒が多くいることが分かった。

基礎的・基本的な内容が習得しきれていない。また、
関心が低いことも基礎・基本の知識が定着しきれてい
ないからであると考える。演習問題に多く取り組ませ
ることや、生活と関係のある問題について考えること
で、関心を高め、基礎的な知識を定着を図る。

正答率の低いところでは、作図や計算、グラフの読み
取りなど挙げられる。繰り返し、問題演習をおこない基
本的な知識を定着させていく。

 １，２番のリスニング問題と、１０番の３文以上の英作文の問題の
正答率はある程度高く、目標値に対し同程度となっている。５番の
語形・語法の知識・理解を問う問題で間違いが多く見られた。９番
の場面に応じて書く英作文に関しては、単語の綴りや文法の間違
いから誤答及び空欄が多く見られた。

単語や英文の綴りの間違いが見られたので、文法事項の
解説とともに、「書く」練習の時間を確保する必要がある。ま
た、英文を読むことに対して前向きに取り組み、必要な情報
を取り出すことができるように、多くの長文に触れていくこと
が課題である。

・単語テスト、基本文テストを各単元ごとに実施し、定着が不
十分な場合は、補充する時間を確保する。
・帯活動として、決められた質問に応答する練習を行う。
・物語、表や図を含む英文等、まとまった文を読む練習を取
り入れる。
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理　　　　　　科

英　　　　　　語

〔様式２〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７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

昨年度まで数値が低かった漢字や語句の分野は強化して
きた成果が出てきたのｊか、いずれも区、全国の平均正答率
を上回っている。特に「文法・語句に関する知識」では１０
パーセント近くも高い数値になっている。逆に作文は区、全
国の平均正答率よりわずかではあるが下回ってしまった。

区、全国両方の正答率を上回っているのは、「読む能力」と
「言語についての知識・理解・技能」である。反対に両方とも
下回っているのは「書く能力」となっている。他の観点に関し
ては、区の正答率をわずかに下回るものもあるが、いずれ
も目標値は上回っている。

現段階で満足できるのは、「言語の知識」と「読み取りの力」
である。昨年度までと比べ、「書く力」が低かったのは、もし
かしたら問題を解く時間配分がうまくいかなかった生徒が多
かったのかもしれない。いずれにしても「話す、聞く力」と共
に、今後力を入れていかなければならない分野である。

地理的分野の日本の諸地域（産業）については目標
値を上回ったが、全体の正答率は目標値と比べると
基礎、活用とも下回った。特に地理的分野の身近な地
域の調査、歴史的分野の明治時代は目標値から大き
く下回ってしまった。

いずれの観点も目標値を下回る結果となってしまっ
た。特に「資料活用の技能」と「社会的事象について
の知識・理解」は目標値から１０％近く下回った。区平
均と比較するとそれぞれの観点は２～３％下回ってし
まった。

昨年と比べると全体的に目標値をした下回った。特に
「資料活用の技能」の緯度・経度や経済水域の正答
率が低かったが、東海地方の農業では目標値、区平
均を上回っている。地理的分野、歴史的分野ともに、
１～２年の復習に今後取り組んでいきたい。

数と式の領域に関して、目標値に近い成績となった。しか
し、文字を用いて説明する問題に関しては目標値を下回っ
た。また関数に関しては与えられた一次関数のｘの増加量
からyの増加量を求める問題、座標軸上に頂点をもつ三角
形の面積を求める問題が目標値を下回った。

それぞれの観点別の領域で、目標値、区や全国の平
均正答率と同程度の結果になった。「数学的な技能」
と「数量や図形についての知識・理解」は目標値を上
回った。

昨年に比べ、全体的に目標値に近い値となった。年
度末に1，2年生の復習などに取り組んだ結果といえ
る。一方、関数に関する問題では「数学的な技能」、文
字式を使って説明する問題では「数学的な見方や考
え方」の領域を苦手としている。

おおむね、目標値、全国平均に近い値になった。しか
し、目標値を特に大きく下回ったのが、電力量の計
算、雲のでき方だった。また、電力の計算に関しては、
全国平均よりも５ポイント高い値になった。

それぞれの観点別の領域で、「自然事象についての
知識・理解」において平均を下回っている。「科学的な
思考・表現」では、おおむね、目標値、全国平均と近い
値になった。

全体的に「自然事象についての知識・理解」が低い値になっ
た。電力の計算に限らず、計算を苦手としている生徒が多
いため、計算問題の演習を多く取り入れたが、ポイントがあ
まり伸びなかった。生徒の中には、分数の計算や少数の計
算でつまずいている生徒も多くいる。

目標値、全国平均正答率と比較すると、概ね数パー
セント上回っている。しかし、リスニング（対話文の応
答）及び語形・語法の知識・理解が１～２パーセント下
回っている。ある程度の学力向上が感じられるが、不
十分な点も確認することができる。

いずれの観点でも目標値を３～６パーセント上回って
いる。数値が最も高いのは理解の能力である。表現
の能力は正答率は低いが目標値より、６パーセント高
く、表現力向上を目指した授業を通して、表現力が
徐々に定着していることが感じられる。

リスニングの力は低くはないが、不十分な点も見られ
る。理解の能力及び表現の能力をより一層高めるた
めの基礎として、各単元で語形・語法の確認に時間を
かけ、知識・理解を深めていく必要がある。



〔様式３〕
東京都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

漢字や語句の分野に関しては、まめに課題を出し、テ
ストなどを繰り返し行ってきた成果だと考える。今後も
引き続き実践していきたい。今回振るわなかった作文
は毎週末に行っているＮＩＥや授業の中でも指導をして
きている。ただ、今後は限られた時間の中で自分の考
えをまとめ、文章に表すことを練習させていかなけれ
ばならない。

今まで通り定期考査には必ず作文問題を出題し、限ら
れた時間で書く練習をする。授業の中でもいろいろな
場面で「文章を書く」ことを取り入れていきたい。また書
かせたものについては必ず丁寧な添削を心がける。そ
して教師側がテーマや時間を設定し、100～200字程
度の文章を繰り返し書くなど、いろいろな形で書く力を
つけていきたい。

1年次から行ってきた週1回のＮＩＥは、書く力はもちろ
んのこと、読み取りの力をつけることにも有効である。
その際、新聞の記事を丁寧に読ませ、自分の感想も
しっかりと書くよう指導していく。授業ではある言葉を
使った単文作りなどにも取り組ませている。長い文章
だけではなく、短い文章作りを繰り返し行うことで、書く
ことへの抵抗もなくなり、文章力が身につくのではない
かと考える。また、そうすることで語彙力アップも図っ
ていきたい。

　漢字の読み書きはほぼ区平均と並び、文法・語句の
知識については平均を上回っている。一方で、説明文
の内容の読み取りについては、平均を下回る結果で
あった。総合的にみると、知識・理解についてや書く指
導が十分に行われてきた反面、読む力の定着が不十
分であると言える。
　また、文章から読み取った内容を更に自分でまとめ
て表にするなど、読み取った知識の活用面においても
課題が見られた。学習した知識を更に活用する力をつ
ける指導が必要である。

　常用漢字の定着のために毎週行っている漢字テス
ト、および新単元における新出漢字の導入の際に、漢
字の読み書きだけでなく成り立ちや意味などの理解を
進め、学習した知識を別の場面でも自ら活用できるた
めの指導を行う。
　読む力の向上については、まず類義語や同義語、対
義語などを紹介しながら語彙力を身につけさせる。そ
してそれらの言葉を活用して、与えられた文章を自分
の言葉で言い換える練習を行うなど、学習した知識を
活用する機会を増やしていく。

　作文の力は区平均を大きく上回っており、毎週行っ
ているＮＩＥの成果だと言える。ＮＩＥや道徳、総合の授
業などにおいても、文章の内容を的確にとらえたうえ
で自分の意見を書くよう、読む＝考える、という活動に
つなげていく必要がある。
　限られた時数における授業においては、班での話し
合いや他者との交流活動を通して、自分の意見との
相違点や共通点を探すなど、自発的活動を多く取り入
れながら、考える力を読み取る力をつけていきたい。

毎時の授業で行っている小学校で習う漢字の復習テ
ストの成果が漢字の読み書きにあらわれた。ただし、
漢字の書きはやや下回っているため、さらに工夫が必
要と考える。今回大きく下回った「文法・語句」に関して
は、特に年度当初学習した「単語・文節」の理解ができ
ていないため、再度復習して行く必要がある。週１回
行っているNIEの成果もあり、作文力が伸びてきてい
る。

漢字の書きの力は、毎回の漢字テストとまとめとして
の漢字コンテストで合格するまで再テストを行い、定着
させていきたい。作文は定期考査の中に引き続き出
題し、またお互いに評価しあう機会を作っていく。「文
法」に関しては１年の復習をし、２年で新しく学習して
いくことと絡めていく。忘れないように読解学習や作文
の中でも触れていくようにする。「説明文の読解」につ
いては週１回行っているNIEの文章もキーセンテンス・
キーワードに線を引きながら要点を読み取れるように
指導していく。

朝読書を行っているが、徹底できていない。本の紹介
や読書週間を設けるなどして意欲的に読書に取り組
む姿勢を培っていきたい。また、NIEもお互いに意見交
流をするなど話し合い学習への発展としても活用して
いきたい。俳句や作文においても、句会や作文の回し
読みなどお互いの表現力に触れる機会を設けていき
たい。また、短歌や古典への苦手意識は音読指導や
群読、暗唱などを中心に文章に慣れていくところから
興味関心を持てるように指導していきたい。

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



〔様式３〕
東京都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

地理的分野においては、資料の読み取りやグラフ、表
の作成など行ってきたが、十分身に付いていないと思
われる。また地球を概観する内容（各大陸の位置や地
形、気候など）の知識の定着や世界の諸地域の特色
を十分理解できたいない。歴史的分野においては、資
料の読み取りや知識の定着を図る指導を図ってきた
が、読み取りなど基礎的な技能が身に付いていないよ
うに思われる。

地理的分野でも歴史的分野でも今後も継続して、地図
や表、グラフなどの作成や読み取り、歴史資料の読み
取りや活用する時間を設け、基礎的・基本的な知識及
び技能の習得を図っていく。

教科書にある単元のまとめやワークなどを使い、地理
用語や歴史用語を含めた基礎的・基本的な知識の確
実な習得を図る。さらにそれを活用する授業を実施す
る。
日ごろの授業において、地図や資料の作成や読み取
りなど継続して行い、基本的な技能の定着を図る。

地理的分野においては、資料やグラフを読み取り、自
分の言葉で表現する指導を行ってきたが、まだ定着し
ていない。基礎知識の定着も不十分と思われる。
歴史的分野おいては、資料やグラフの読み取りや知
識の定着を図ってきたが、知識の定着は内容によって
差があり、十分理解しているとは思われない。

地理的分野においては、ワークを利用した基礎的・基
本的な知識の復習を行い、資料やグラフから読み取
れるようにな技能を身に付けられるよう繰り返し行って
いく。　　　　　　　　　　　歴史的分野においては、年表
を活用して歴史の流れを復習し、各時代になぜ社会
的事象が起きたのかを人物と重ね合わせ再度確認し
ていく。また、資料からの読み取る機会を繰り返すこと
で自分の言葉で表現する力を身に付けられるようにし
ていく。

単元ごとの教科書のまとめを活用して、地理用語や歴
史用語の基礎的な知識を身に付けさせる。また、公民
の授業を通じて、地理や歴史と関わる分野に触れ、復
習を兼ねて確認していく。
ワークなどを活用して、自分の弱い分野を確認し、資
料やグラフからの読み取り問題を行うことで、基礎的・
基本的知識や技能の定着を図る。

地理分野においては、資料の読み取りや知識の定着
を図る指導が十分おこなわれてきていると思われる
が、内容によって差がある。また、基本的な知識の定
着が不十分と思われる。
歴史分野においては、資料の読み取りや知識の定着
を図る指導が十分行われてきたと思われる。

 地理分野において、資料の読み取りやグラフ、表など
の作成などを授業に十分取り入れて、基本的な技能
の習得を図る。
歴史分野においては資料の読み取りと用語の定着を
図るようなまとめや繰り返しの時間を取る。

教科書のまとめの章などを活用して、地理用語、歴史
用語の知識の定着が図れるようにする。
ワークシートなどを通して、グラフや地図、主題図の作
成の練習を行い、また読み取る力の向上を図る。
資料や地図などを活用して、説明したり、表現したりす
る授業を取り入れ、技能の習得を図る。

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



〔様式３〕
東京都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

年度末に1，2年の復習の問題に取り組ませた。その
結果、目標値と同程度の平均値となった。一方で、学
習した内容の定着ができていないところもある。授業
で練習問題に取り組み、さらに学んだ内容をその日の
うちに復習させる必要がある。その工夫をしていく。

授業で学習し内容を宿題で副教材などを使い、練習を
させ、学習の定着を図る。また、学習した内容の小テ
ストなどを行い宿題の確認を行う。
授業では数学が苦手な生徒でも安心して新しい単元
に入れるように既習内容の確認を行いながら学習を
進めていく。
そして単元が終わるごとに単元テストを行い、単元の
学習状況についても確認していく。

単元の導入には、自力解決型の問題に取り組ませて
いく。発展的内容についても自力解決型の学習で取り
入れていく。
また、学年末には、基礎・基本の定着が図れるような
1，2，3年の総合的な学習や入試問題に取り組んでい
く。
互いに学び合えるような環境を作り、また発言する機
会が多くなるように発問を工夫する。互いに高め合え
るような授業の改善をする。

小学校では少人数授業を行っていたが、中学校では
行っていない。また、担当の教員が1人ではなく、3人
の教員で教えている。そのギャップを感じさせないよう
な授業の工夫が必要である。数学を苦手としている生
徒に配慮する必要もある。
北区基本調査から小数の計算や分数の計算、割合の
問題、を苦手としている生徒もいる。記述式の問題の
練習も必要である。

数学を苦手としている生徒でもわかる授業をつくって
いく。また、得意な生徒が苦手な生徒に教えるように
機会をつくりながら授業を行う。
小学校や中学校で学習した内容をベースにして、復習
しながら学習を進めていく。単元の導入には自力解決
型の課題を設定し、取り組ませていく。また、副教材を
活用しながら家庭での学習にも取り組ませ、学習の定
着を図る。

単元テストの結果で、苦手な生徒に対しては課題を出
したり、放課後に補習授業を行ったりしていく。
発展的な学習についても自力解決できるような形で課
題を提示し、取り組ませていく。
また、副教材を活用しながら、授業でやりきれない練
習問題についても取り組ませ、提出させチェックしてい
く。

１年次では少人数授業を行ていたが、２年次より一斉
授業に切り替わり、授業を行っている。一斉授業でも、
少人数授業のときと変わらないよう、個に応じた対応
を行う必要がある。
数学に苦手意識をもっている生徒が多いことが、本調
査から明らかになった。このような生徒への配慮や、
基礎・基本の学力の定着のための工夫も必要である。

生徒の学習状況を把握するため、毎時間にノートを回
収し、チェックを行っていく。ノート指導を行いながら、
実際に書かせることや、少人授業のときと同様に子に
応じた指導を行えるようにする。
小テストや確認テストを行い、理解度を大確かめ、副
教材を活用し、家庭での問題演習に取り組ませ、復習
をさせる。
授業の内容では、生活と関係している問題を多く取り
いれ関心をもたせる。

単元ごとに確認のテストを行い、定着度を確認してい
く。その結果から、授業外で補習授業などを行ってい
く。また、学年末には、１年２年の内容が定着が図れる
ような問題に取り組んでいき、３年生になってから数学
の授業が円滑に進むようにしていく。
授業の導入では、自力解決型の学習を取り入ていく。
自分の考えをもち、他者の意見も聞きながら問題に取
り組み、多様な考え方を身に付けさせたい。そのため
に、発言する機会を増やせるように授業を改善してい
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）



〔様式３〕
東京都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

４分野の中で特に化学分野の単元において正答率が
低く、課題が残る結果となった。
特に「身のまわりの物質とその性質」「水溶液」の単元
の正答率が低く、生徒の理解が不十分である。生徒
の誤答を見ていくと溶解度曲線を読み取ることができ
ない生徒や有機物について正しく理解していない生徒
がおり、正答率が低くなったと考えられる。

毎時間、授業の導入時に前時の振り返りを行い、学習
内容の定着を図る。また既習事項をつかい本時とつな
げるような授業の工夫を行っていく。
生徒の興味・関心を高めるために、資料を多用し実
験・観察など実物に触れる機会を増やしていく。、
また身近にある事象と学習内容を関連づけ、生徒に
学習する意義をあたえていく。

単元ごとに確認のテストを行い、定着度を確認してい
く。定着度が低い場合は振り返りの時間を設定する。
また学年末には、個別にレポートや新聞を作成させ２
年の学習内容の振り返りさせる時間を設ける。
日々の授業では、課題解決型の学習を取り入ていく。
自己で課題を発見し、課題解決のための手段を考え、
実証させていきたい。また自己の考えや他者の考えを
聞き、言語活動を随所に取り入れていく。

　天気、電気の単元において、正答率が低く課題を残
した。特に、て天気に関しては、授業の理解度と定期
考査の点数は高く、授業内容は理解できていたと考え
られる。２年次の前半で習ったこともあり、忘れている
生徒も多いと考えられる。
　また、電気単元においては、電力の計算が特に出来
ていなかった。授業中の問題演習として、パターンとし
て機械的に計算を行っているだけで、意味を理解して
計算を行っていない為、文章題になった時に正答率が
下がったと考えられる。

　既習事項を再確認し、文章題、図や表から読み解く
問題を多く練習させていく。また、各単元ごとに確認テ
ストを行い、知識の定着を図る。また、「観察・実験の
技能」に関しては、目標値に近い値になったので、今
後も継続して観察や実験を取り入れて授業を行ってい
く。

　既習事項を活用して、実験の内容、方法まで考えさ
せて実験に取り組む時間を作る。化学の分野では、こ
れからイオンについて学習するが、様々な金属のイオ
ン化傾向について生徒自身に実験方法を考えさせ取
り組ませたいと考えている。

基礎は目標値を上回ったが、活用が６ポイント下がっ
ていたため、基礎の定着を図りながらも、身近な事象
と関連性を持たせたり、発展的な課題などにも取り組
んでいきたい。また、観点別では「観察・実験の技能」
のみ目標値に達しておらず課題である。

基礎・基本を定着させるために時間の終わりに振り返
りの時間を設け自己評価をさせたり、前時の振り返り
を行う。また既習事項をつかって問題を解くような学習
時間も確保していきたい。興味・関心を持たせるため
に身近な事象を紹介したり、なるべく実物を提示した
り、実験・観察など体験的な活動を大切にする。また
「大地のつくりと変化」だけが問題の内容別でポイント
が低いため、中１で学習するときにじゅうぶん気をつけ
て学習していきたい。

単元ごとの問題演習を行うことで基礎的な知識の定着
を図るとともに記述の仕方などを慣れさせる。補助資
料などを活用して発展的な学習にも努める。実験・観
察の機会を大切にし、安全に基本的な技術をしっかり
身につけさせる。

指導方法の課題分析と具体的な授業改善案　（理　　科）

２年

３年

１年
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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

目標値、全国平均正答率と比較すると、概ね数パーセ
ント上回っている。ある程度の学力向上が感じられる。
特に書くことに関しては反復練習や英作文課題に取り
組んできたことが成果として表れていると感じる。しか
し、リスニング（対話文の応答）及び語形・語法の知
識・理解が１～２パーセント下回っている。さまざまな
場面に応じた「聞く力」を向上させる必要がある。ま
た、語形・語法の知識・理解深めるための時間を確保
する必要がある。

語形・語法の知識・理解を深めるため、単元ごとの確
認により多くの時間をかけていく。また、定着を確認す
るため、単元テストを文法ごとに実施する。さらに、リ
スニング（応答文）力をつけるために、基本文を中心
に、場面に応じて生徒自身に独自の質問や返答を加
えさせ応用させる。より多くの場面に触れさせるため、
生徒同士や生徒対教師で自由に会話する時間や、そ
の会話を文で書き再現する時間も確保していきたい。

語彙テストおよび語法テストを頻繁に実施し、定着を
図り、
書く力を向上させるため、語順を意識した英作文練習
を実施する。また、長文問題対策のため、帯活動とし
て多読を実施する。発展学習として補充問題も実施す
る。

「書くこと」、「長文の読み取り」の正答率が他に比べて
低い。特に、語形・語法の知識・理解に課題があるの
で、語彙の知識・理解を深め、場面に応じて表現する
ことができるよう「書く能力」を伸ばす工夫が必要であ
る。「読み取る力」については、英文だけでなく表や図
を伴う資料から情報を引き出し、長文の内容に関する
質問に英語で答えることができるようにすることが課
題である。

・「話す」「書く」活動を繰り返し行い、語彙の知識・理解
を定着させる。基本文などまとまった文を繰りかえり暗
記させることで、自然と文法の規則が覚えられるよう
指導する。
・「長文の読み取り」ができていないため、物語等のま
とまった英文に触れる機会を確保し、情報を読み取る
力を身につけさせる。
・場面に応じて英文で表現することができるように、話
されている場所や状況の設定を明確にし、必然性の
ある会話を行わせる。

・単語テスト、基本文テストを各単元ごとに実施し、定
着が不十分な場合は、補充する時間を確保する。
・帯活動として、決められた質問に応答する練習を行
う。
・物語、表や図を含む英文等の長文を読み、情報を取
り出す練習を取り入れる。

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
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