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教科（国語科） 大田区立貝塚中学校

昨年度の改善プランの検証
取り組みにおける成果と課題
○反復学習を行うことにより、徐々に知識の定着がされてきている。
　日常生活で触れる機会のない語彙に関しては補助資料等でイメージ化の支援をし、意識的に用いる機会を増やすことが必要である。
○話し合い活動を活発に行い、小グループ内で発言する意欲は高まった。相手の話を主旨に沿って正確に聞き取る力がまだ不十分である。
○読書活動との連携により簡潔な文章を読む力は十分ついてきた。情報量が多い文章から情報を整理して読み取ることは不得手である。
○意見を書くことには慣れてきたが、文章の構成による表現、根拠の提示、具体的な体験の挿入、条件の読み取りなどに改善が必要であ
る。

　貝塚中生の現状（分析と課題）

内
容
分
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○話の内容を正確に聞き取る力が少し弱い。正しく聞き取る力を育てる必要がある。（１年生）
○文法事項の理解、活用が不十分である。文章の書き方の特徴など構成を読み取る力を伸ばす必要がある。（2年生）
○全項目で目標値を上回ってはいるが、文章構成をとらえる力と条件に応じて作文を書く力に課題がある。（３学年）
○朝読書や新聞を活用し、さまざまな文章に触れ、社会的に必要とされる語彙を増やすことが必要である。
○漢字を速く正確に読んで書く力は各学年伸びる余地がある。

読む能力 知識・理解・技能

　真面目に学習に取り
組む姿勢は素晴らし
い。学んだことを自分
のものにし、活用する
ことはやや苦手であ
る。

（課題）提出物・ノー
トの取り方の意識の向
上と工夫。目的を持っ
た学習への取り組み。

　話の内容を正確に
聞き取る力が不足し
ている。

（課題）小グループ
での話し合い活動の
工夫。問題意識を
持って聞くことの指
導。よりよく聴く力
の育成。

　論理的に考え表現
する力、字数や語句
など指定された条件
に合わせて書く力が
やや不足している。

（課題）目的に応じ
た文章表現活動に取
り組む授業展開の工
夫。

　文章を読解する基本
の力はあるが、まだ深
く心情や状況等を読解
する力が不十分であ
る。
（課題）読み方のポイ
ントを示した指導の工
夫。いろいろな種類の
文章に触れさせ意欲的
に文章を読む力を育て
る。新聞活用、読書活

　語彙力に個人差が大きく、特
に日常会話で中学生が使用しな
い語句の利用が不慣れである。
漢字を正確に書く力にも個人差
が大きい。

（課題）知識定着のためのワー
クシートの学習。小テスト、自
己評価等の取り組み。

　授業改善のポイント
○アクティブラーニングを意識し、小グループでの話し合い活動を行い、一人では気づきにくい部分の読みの力を育てる。

○新聞等を活用し、いろいろな文章に触れさせ、語彙力を高め、社会への関心を広く持たせる。

○漢字や言葉の学習では、ワークシートを工夫して繰り返し学習し、違う角度からも考えさせ、知識の定着をはかる。
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関心･意欲・態度 話す・聞く能力 書く能力

○授業の教材を深く読むことから文章に対する興味関心を高め、朝読書など日常の読書活動への意欲を高める。

　具体的な方法や内容
　受け身で授業に参加するのではなく、自分で文章を読み考え、ワークシートに記入させる。その後、４人グループで話
し合いを行い、読みを深めていくトレーニングを積み重ねる。最後に全体での話し合いを行い、自分一人では気づきにく
い深い読解へ導く。ＩＣＴ機器を活用し、文章の背景をイメージしながら読解していく。
　聞き取り問題に慣れていないせいか、話の内容を正確に聞き取る力が目標値を下回った。聞き取りトレーニングをし、
授業でも相手の話を要点をとらえ正確に聞き取る力を養成していく。
　漢字を書く力がやや弱いので、漢字や語彙の学習を、ワークブックやプリントを使い継続的に行っていく。
　新聞スクラップを行わせ、５Ｗ１Ｈの読み取りや自分の意見を書くことを通し、さまざまな文章に触れて語彙力を高
め、世の中への目を養う。生徒同士で互いが選んだものを発表し合い、考えの違いに気づかせる。意見文を書く機会を増
やす。
　年度当初から暗唱カードを持たせ、韻文や古典に親しむ心を育て、語彙を増やす。特に古典学習は上級学年・上級学校
にも通じるように、楽しみながら時代背景を考え読む態度を育てる。
　漢字を読む力と文法事項に関する力が目標値をやや下回っている。今後継続的に漢字の学習・文法事項の復習を行い、
国語力の基礎を養う。
　200字の意見文を抵抗なく書けるように、段落構成や具体的な体験を交えるなど指定のある形式で練習を行う。
　受け身で授業に参加するのではなく、自分で文章を読み考え、ワークシートに記入させる。その後、４人グループで話
し合いを行い、読みを深めていくトレーニングを積み重ねる。最後に全体での話し合いを行い、自分一人では気づきにく
い深い読解へ導く。ＩＣＴ機器を活用し、古典作品などの文章の背景をイメージしながら読解していく。
　年度当初から暗唱カードを持たせ、韻文や古典に親しむ心を育て、語彙を増やす。

　ワークブックを使用し、漢字の学習を継続的に行い、速く正確に書く力を伸ばす。
　学習した内容を利用して、互いに短文や問題を作らせる。生徒同士の作品を紹介することで、学習内容の定着をはか
り、学んだことを活用する意欲を持たせ、表現の多様性に気付かせる。
　話し合い活動を小グループで行い、しっかりと相手の話を聞き、自分の意見を伝える態度を育てる。質問をすること
で、聞き取る力を伸ばし、内容の理解を深める。
　古典作品や近世･現代の詩歌、文学作品の音読や暗唱を行い、日本語のリズムを楽しめるようにする。文学的文章や説
明的文章、論説、随筆等様々な文体や表現に触れることで、文章を書くときに適切な表現を選択できるようにする。
　意見文や考えを書き発表する際には、根拠を示すように指導し、文章を論理的に組み立てる力を育てる。
　年度当初から暗唱カードを持たせ、韻文や古典に親しむ心を育て、語彙を増やす。
　条件が設定された作文に取り組ませ、論理的な表現が使えるようにし、長文記述への抵抗をなくす。

この課題を解決するために
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教科（ 社会 ） 大田区立貝塚中学校

昨年度の改善プランの検証
・大田区学習効果測定でみる現状は、三学年ともに全国平均を上回っており今後よりいっそうの期待
がされる。ただ、一年生の活用する力に課題が残されており、二年生での改善が期待される。
・プリント学習において基礎の定着が図られ、映像教材などの活用によって視野も広がり応用力もつ
いてきた。今年度も考える教材を導入活用して学力の伸長を図っていきたい。

　貝塚中生の現状（分析と課題）
・本校では一・二年生では地歴平行学習・三年生においては歴史と公民を学習している。
・一年生は基礎については目標値をやや上回っているが、活用についてはやや下回っている問題があっ
た。課題としては、問題文の主旨を理解し何が問われているかをより正確に把握する力を育むことが必要
である。
・二年生は基礎については目標値を上回っており、活用についても上回っていた。課題としては、領域別
正答率の世界の諸地域がやや上回り率がさほどでもないので底上げの必要があるようだ。そこを意識し
て今後の授業の課題を設定する必要がある。
・三年生は基礎活用全てについて目標値を上回っており四観点についても良い結果を示すことができた。
特に世界と比べた日本の地域的特色においては良くできており、地理への関心が深い傾向を示してい
る。

観
点
別
分
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社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な思考・判断
資料活用の
技能・表現

社会的事象についての
知識・理解

概ね区平均や全国平均を
上まっており授業におい
ても積極的な姿勢を示し
ている。今後もニュース
などの話題を取り入れ、
社会の動きと日常生活を
結びつけ生徒の視野を広
げていきたい。

推理し考えることの楽し
みに気づく生徒が多く、
好奇心も強く意欲的であ
る。
・ノート作成についても
アドバイスし今後も考え
る機会を増やすようにし
ていきたい。

新聞などのニュースを授
業でも活用してきた成果
が現れており、力がつい
てきた。まだ成長の余地
があるので、今後もたく
さんの学習刺激を与えて
いきたい。

力が着実についてきたよ
うで、今後に大きな期待
を寄せていきたい。ま
た、定期的に行うプリン
ト課題で実力確認してい
きたい。

　授業改善のポイント
社会科が単なる暗記教科だとの認識を覆し、考えることが楽しいと思う生徒の育成を期していきた
い。そのための視聴覚教材の活用や今後のタブレットの活用などを心がけていきたい。生徒の関心意
欲をいつも測定し、生徒を多角的に見ていくようにしたい。

　具体的な方法や内容
・時事問題やニュースなどを取り上げ生徒の興味関心を広げていきたい。
・地名などが出てきた場合は、その都度地図で確認し、基本事項の定着を図る。
・写真、ビデオ（ＤＶＤ）、などを準備し授業に興味をもたせ、理解を深める。
・発問を工夫し考える楽しみに気づかせより意欲をもたせたい。
・2名で担当しているのでその連携を密に授業計画をたてていきたい。

・都道府県の位置・歴史の時代名などの基本的な知識の定着を図っていきたい。
・2学期以降タブレットを活用し視聴覚的な理解を興味関心の入り口にしていきたい。
・自分の考えを発表し、他者の意見に耳を傾け異なる視点からも考えを深める場を設け、論理的
に考える力を育みそれを発表できるようにしていきたい。
・社会科が現実社会に深く関わっていることを認識し主権者としてこの国を理解できる素地を
作っていくようにしたい。

・単元ごとに問題演習を行い、習熟が不十分な生徒に対しては再テスト・補習を行い、成就感を
高め学習意欲を高める指導を重ねる。
・自分の考えを発表し、他者の意見に耳を傾け異なる視点からも考えを深める場を設け、論理的
に考える力を育む。
・映像教材を活用し生徒の興味関心や質問を引き出して主体的な授業を作っていく。

この課題を解決するために
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教科（  数学科  ） 大田区立貝塚中学校

昨年度の改善プランの検証
取り組みにおける成果と課題
　習熟度別クラス授業の実施、また授業内容面では、復習的な内容を授業に取り入れたり、学習プリン
トや小テストを行うことで、基礎力をおおむね身につけることができた。また、発問を多く取り入れる
ことで、表現する力を伸ばすことができた。
　一方で、知識を応用的な内容について活用する力や、考え方をノートに書く力、問題文のポイントを
読み取る力、さらに各問に対し、どの知識を使うか判断する力などが弱い。問題の文章や図形をノート
に書き、問題の状況を理解することで、課題を着実に読み取り、整理する力を高め、正しい知識を活用
し判断できるようにする。

　貝塚中生の現状（分析と課題）
「数と計算」について、学習効果測定の正答率によると、１学年は目標値と同程度であるが、小数の計算の
理解が不十分である。
「数と式」について、学習効果測定の正答率によると、２学年は1次式の減法を計算することとかっこを含む１
次方程式を解くことに関しては、目標値をやや下回っているが他はおおむね上回っている。３学年は、どの
分野においても目標値と同程度かやや上回っている。全学年を通じて、日頃の学習体験に基づいて、数量
関係を立式したり不等式に表したりすることが不十分である。
１学年の「量と測定」について、学習効果測定の正答率によると、目標値を上回っているもしくは目標値と同
程度である。
「図形」については、学習効果測定の正答率によると、１学年は、ある四角形と合同な四角形を選ぶことや相
似関係については目標値から下回っているが他は目標値と同程度である。２学年は球に対する理解は、目
標値を下回っているが、他はおおむね上回っている。３学年は目標値とほぼ同程度か上回っている。全学年
を通じて、定義や性質などの基本的な知識は定着しているものの、論理的な思考に知識を活用する力が不
十分である。
「関数」については、学習効果測定の正答率によると、２学年は目標値とほぼ同程度か上回っている。３学
年は座標軸上の三角形の面積を２等分する直線の式を求めることに対しては不十分であるが、他は目標値
とほぼ同程度か上回っている。応用問題に対して課題があるので、演習を行い、力を伸ばせるようにする。
全体的に、語句の正確な理解やその意味や仕組み、相互の関係など基礎理解が不十分であり、文章やグ
ラフの関係を見つけたり、身近な事象をグラフや式を活用して考察する力が不十分である。
１学年の「数量関係」については、学習効果測定の正答率によると、おおむね目標値を達成しているが、反
比例の数量の理解が不十分である。
「資料の活用」については、学習効果測定の正答率によると、２学年は資料から読みとることは目標値に達
していか上回っているが、ヒストグラムの理解、また有効数字を正しく理解し、表現することが不十分であっ
た。３学年は目標値とほぼ同程度であるが、２つのさいころに対する問題や「あることがらが起こらない確
率」についての理解が不十分であった。

観
点
別
分
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数学への関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能
数量や図形などについて

の知識・理解

授業に集中して取り組
んでいる生徒が多く、発
問も積極的に手を挙げ
て、答えようとする。

生徒主体の活動に対し
ても、自分の意見を活発
に表現しようとしてい
る。

複雑な問題や文章が
長い問題になると、問
題の内容や図式の意味
が分からない生徒が多
い。また、答えを導い
ても、自分の考え方に
ついて説明することは
苦手であり、特に証明
問題等で課題が残る。

基本的な計算問題に
関してはおおむね確実
に答えが出せる生徒が
多い。一方、計算ミス
をする生徒であった
り、小数や分数の計
算、複雑な因数分解等
の計算で課題が残る生
徒もいる。

新しい単語や事柄等
に興味を示し、覚えた
る、まとめたりする力
は持っている。ただ、
覚えた知識を発展問題
や複雑な問題にうまく
活用できない生徒が多
い。

この課題を解決するために
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　授業改善のポイント
・自作の計算プリント、教科書に対応したプリント及び発展プリントを作成し、さらにステップアップ
学習プリントの活用する。それにより定着の程度に応じて計算問題や復習問題、また、発展問題に取り
組み、確かな学力及び知識や技能定着の伸長を図る。また、各単元ごとに小テストを行うことで、知
識・技能・思考判断の能力を確認し、指導に努める。
・新たな学習単元の指導において、既習事項を意図的に用いることで、復習課題の必要性を感じさせ
る。また、３年間の流れの中で復習的な内容を取り入れながら授業に取り組ませることで基礎力を確実
に身につけていく。
・個に応じた指導を充実するために習熟度別授業の実施、また補習教室の実施を行い、数学を苦手とす
る生徒へは、基礎・基本的な内容の徹底的な理解、得意とする生徒へは授業をより深化させることによ
り、思考を磨き上げる授業を展開する。
・授業では主に、発問を多くし生徒に答えさせる活動、さらに生徒が主体となる授業中においての話し
合いの活動を多く取り入れていく。それにより、特に説明することが要求される証明問題での苦手意識
を緩和する。また、発問や話し合い活動等によって、自己肯定感を高められるような指導も行う。
・文章題においては、問題文の整理や解析を、問題文のポイントを抜き取ったり分析し、表にまとめる
など細かく行うことを通して、文章から読みとる能力や状況をイメージする練習を繰り返し行う。
・身近な事象の中の規則や、性質を見つける時間を十分に授業内でとり、数量関係を見いだし関係性に
ついて考える体験を指導の中で設定し、生徒の数学に対する興味・関心を引き出す。

　具体的な方法や内容
小学校の既習事項の復習を各単元において意図的に設定する。習熟の度合いには個人差があるこ

とから、習熟度別授業や個別指導及び補習授業の中でも対応していく。基礎・標準コースでは、基
礎・基本的な問題演習の時間を確保しながら、問題解説や話し合い活動の時間をより多く設定し、
学力の向上を図る。必要に応じて既習事項を確認しながら、基礎学力の定着を図る。机間指導を適
宜取り入れ、細かな個別対応を行い、生徒のつまづきを早期に発見し、指導を行う。標準・発展
コースでは、演習時間をより多く取り入れ、様々な課題を考え、取り組ませることにより、生徒が
学習に興味・関心をもち、問題解決の意識を高め、達成感を味わえるような授業を展開する。ま
た、自分の考えを他の人に共有させるといった指導も設定する。両コースで、話し合い活動を通し
て、言語活動の充実を図る。昨年度から引き続き、ノートの書き方の指導、正しい式を書く、正し
い図形を書く、グラフを書くなどの指導を通して、問題のポイントを把握する力をのばす。

習熟の度合いには個人差があるので、習熟度別授業や個別指導の中でも対応していく。特に、分
数を含んだ計算、正負の数の計算、方程式の解法の定着を図るために基礎・標準コースでは、既習
内容について毎時間、問題演習等を通して確認を行い、知識・理解の充実を図る。また、次回その
内容を利用でき、さらにステップアップできるようスモールステップ学習を通して、基礎学力の確
実な定着を図る。机間指導を適宜取り入れ、きめこまかく個別対応を行い、生徒のつまづきを早期
に発見し、指導を行う。標準・発展コースでは、演習時間をより多く取り入れ、様々な課題を考
え、取り組ませることにより、生徒が学習に興味・関心をもち、問題解決の意識を高め、達成感を
味わえるような授業を展開する。また、自分の考えを他の人に共有させるといった指導も設定す
る。さらに、小学校との連携であるノートの書き方の指導を引き継ぎ、正しい式を書く、正しい図
形を書く、グラフを書くなどの指導を通して、問題のポイントを把握する力をのばす。

習熟の度合いには個人差があるので、習熟度別授業や個別指導の中でも対応していく。今年は特
に二クラスを四つに展開している。特に、基礎コースでは、授業を受ける人数を制限し、既習内容
について毎時間、数分間の基本的な問題演習の時間を確保し、解法の確認をする。さらに、次回そ
の内容を利用できさらにステップアップできるようスモールステップ学習によって問題演習をくり
返し行い、基礎学力の確実な定着を図る。そして、机間指導を適宜取り入れ、きめこまかく個別対
応を行い、生徒のつまづきを早期に発見し、指導を行えるようにする。標準コースはそれに加え
て、少し思考を問う問題を導入し、基礎コースよりも少しだけ難易度の高い問題を扱い、基礎・基
本的な内容を充実させつつ、思考判断を鍛える練習を行う。発展コースでは、演習時間をより多く
取り入れ、様々な課題を考え、生徒が学習に興味・関心をもち、問題解決の意識を高め、達成感を
味わえるような授業をを展開する。また、自分の考えを他の人に共有させるといった指導等によ
り、発言の機会をできるだけ多くもたせ、言語活動の充実及び授業の深化を図る。また、生徒の能
力にあわせた補充学習授業を実施する。



内
容
分
析

１
年

２
年

３
年

教科（理科） 大田区立貝塚中学校

昨年度の改善プランの検証
　前年度課題に挙げた｢集中力｣については改善が見られる。授業に積極的に取り組む姿勢が見られる
生徒が多く、提出物の提出率もよくなってきている。今までと同様、さらに 興味関心を高める工夫、
意欲を高める指導・支援方法などを取り入れていきたい。Ｔ．Ｔの指導法については学習の遅れがち
な生徒に対する対応に力を入れてきた。少人数制授業では、引き続き基礎基本を徹底させ、全体的な
レベルの向上を図った。

　貝塚中生の現状（分析と課題）
　どの学年も授業に対する意欲は向上し、教科に対する関心は高い。説明を聞くときの｢集中力｣
は改善が見られる。科学的な思考力にはまだ課題がある。授業を受けるための基本的な約束を徹
底して指導してきたことにより、とくに実験室での授業では意欲的に取り組む生徒が増えてき
た。自ら課題意識をもって実験に取り組むことができれば、科学的な思考力を高め、知識の定着
を図ることができると考える。提出物に関しても今までの通り、日頃から継続的に指導が必要で
ある。

観
点
別
分
析

関心・意欲・態度 科学的な思考・表現 観察・実験の技能 知識・理解

1分野、２分野共に関心
を持って、意欲的に取り
組んでいる。

意欲があるにもかかわら
ず、それが思考に反映され
ていない生徒がいる。昨年
度と比べれば改善が見られ
る。また、思考を言葉とし
て表現する力に課題があ
る。表現のための知識を定
着させることと、根気強く
考えさせる必要がある。

観察・実験に対して積
極的であるが、目的を深
く理解していない所があ
る。図やグラフを読み取
る力や実験結果を模式的
に表現する力に課題があ
る。

学習してまだ間がない
単元については、よく理
解できているが、時間が
経過したもので、特に日
常目に触れることが少な
いものの定着率に課題が
ある。繰り返し学習する
工夫が必要である。

　授業改善のポイント
　科学的な思考の能力をいかに高めていくが大きなポイントの１つである。目的意識を持って実験・観察を行い、結果から
論理的に考え、発表するという一連の｢過程｣を大切にしていきたい。興味関心を高めるため実験や演示を通し、五感にうっ
たえる授業を展開していく。実技教科でもあるという認識をもち、安全性を十分考えながら生徒主体の実験の機会やグラ
フ・図の読み取りなどをする機会を増やす努力を継続する。実験中は私語や緊張感のなさからのけが等がないように生活指
導面で十分な配慮が必要で実験準備、点検等に注意を払い、Ｔ．Ｔを活用し事故を未然に防ぐよう心がける。

　具体的な方法や内容
・自然現象に対する関心を高めるため、身近な話題を提供し授業を展開する。
・授業の中で考える場面を多くつくり、科学的思考力の向上を図る。
・実験観察器具の基礎操作を定着させるため、実技テストなどを行う。
・実験や観察を多く取り入れ、実験ごとにワークシートをまとめ､考察させる。
・基本的な知識の定着を図るため、小テストやワークを活用する。
・｢自由研究｣を作成させ、問題解決する力を育てる

・基本的な用語の定着を図るため、小テストやワークシートを活用する。
・｢学び合い｣学習を取り入れ、助け合って学習する姿勢を育てる。
・授業前の復習などを行い、繰り返しにより知識を定着させ、基本的な事項に関する理解を向上させる。
・自然現象に対する関心を高めるため、実物の観察や演示実験を取り入れていくとともに、レポート作成回数を増やす。
・｢自由研究｣を作成させ、問題解決する力を育てる。
・実験を考察したものをレポートにまとめることで、言語による表現の力を培っていく。
・実験観察の技能向上に向け、T・Tや、少人数での授業を生かし、生徒一人ひとりが実験を行う機会を増やしていく。

・自然現象に対する関心を高めるため、実物の観察や演示実験を取り入れていくとともに、身近な話題を提供し授業を展開する。
・授業の始めに基本用語定着のための小テストを行う。
・授業の中で考える場面を多くつくり、科学的思考力の向上を図る。
・実験レポートの作成などを行うことで、言語表現の力を培っていく。
・実験や観察の技能向上に向け、T・Tや、少人数の授業を生かし、生徒一人一人が実験を行う機会を増やしていく。
・基本的な知識の定着をはかるため、３年間の総合問題集を活用していく。

この課題を解決するために



内
容
分
析

１
年

２
年

３
年

教科（音楽） 大田区立貝塚中学校

昨年度の改善プランの検証

　合唱では、パートリーダーを中心として積極的に取り組む姿勢が育ちつつある。鑑賞では、時代背
景と音楽との関わりを把握し、感じたことを言葉で率直に表現することができている。一方、感じた
ことをもとに、音楽の構成要素に触れながら根拠を持って批評する力には課題も見られる。

　貝塚中生の現状（分析と課題）

　学習活動に前向きに取り組み、作曲家や曲の特徴、時代背景と音楽との関わりなどを学ぼうとする姿勢
が見られる。一方、音楽理論について学習することに苦手意識を持つ生徒が多く、実際の楽曲における
表現との関連を明らかにした上で、基礎的な音楽理論についての学習を計画的に進めていく必要があ
る。また、創作の授業を通して楽曲を理解し、また、簡単な曲を作曲していくことで、理論の大切さを楽しく
理解できるようにしたい。歌唱の学習においては、高い能力を持った生徒が多いが、発声などの技能には
改善の余地がある。あらゆる場面を通して個に応じた指導を進め、さらに力を伸ばしていきたい。

観
点
別
分
析

関心・意欲・態度 音楽表現の創意工夫 音楽表現の技能 鑑賞の能力

合唱では、若木祭に向けて
指揮・伴奏に積極的に参加す
る生徒が多く、意欲はきわめ
て高い。パート練習では、
パートリーダーを中心に進め
ているが、音楽表現の創意工
夫や音楽表現の技能と関連さ
せながら、さらに主体的な取
り組みができるよう指導して
いきたい。

曲の強弱、抑揚、詩の意味
をよく考え、表現している。
基礎的な音楽理論の理解が十
分でない生徒や、楽譜を用い
て分析的に楽曲を解釈してい
くことに苦手意識を持つ生徒
がいる。音楽用語・楽譜の読
み方を理解させ、楽曲の中で
の役割や表現について考えさ
せたい。

恥ずかしがらずに大きな声で
歌う生徒がいる一方で、積極
的に声を出すことに苦手意識
を持つ生徒もいる。人前で表
現することをより積極的に行
えるようにしたい。変声期の
男子や女子の頭声発声を改善
し、クラス合唱全体の響きが
バランスのとれたハーモニー
となるよう学習を進めたい。

曲の内容や構成をもとに、
時代背景を理解し、音楽の諸
要素の変化を感じ取ってい
る。感じたことをもとに、音
楽の構成要素に触れながら根
拠をもって批評し、意見とし
てしっかり発表することがで
きるよう指導していきたい。

　具体的な方法や内容
　合唱では、自信を持って楽しく発表できるよう、適切な助言と場を与えていく。特に男子に変
声期の生徒も多いので、全体の中で配慮しながら、明瞭で大きな声で歌えるよう指導していく。
女子は地声にならないよう、互いに聞きあいながらより美しい発声を求め、美しく調和のとれた
ハーモニーを作っていく。若木祭に向け、クラスで協力する雰囲気を作りあげていく。
　鑑賞では、共通教材を中心としつつ、時代や曲の特徴をつかむことができるように関連教材の
組み合わせを工夫し、興味を持たせる。音楽の楽しさをより深く味わうことができるように、表
現教材との関連に留意する。

　合唱では、パートリーダーを中心とした主体的な活動を定着させ、積極的に歌おうとする姿
勢・意欲を高めていく。特に、女子の頭声による発声を適切に指導したい。また、詩の内容や強
弱記号等にも注意しながら表現させるとともに、調和のとれた美しいハーモニーを作りあげてい
く。
　鑑賞では、バロック時代からロマン派音楽までの流れを理解し、各時代の音楽の特徴を把握さ
せる。歌劇を鑑賞し、総合音楽について学習する。より深い音楽表現ができるように、簡単な曲
を作曲し、強弱や緩急、楽曲の形式や構成といった基礎的な音楽理論を実践的に学習する。

　合唱では、パートリーダーを中心に、より深く豊かな音楽表現ができるように、互いに聴き合
う学習を行う。詩の内容や音楽記号の持つ意味、発声や強弱にも注意しながら表現させたい。二
学期の文化祭では、最上級生として下級生の手本となるような発表をさせたい。
　鑑賞では、バロック時代から近代・現代までの流れを理解し、各時代の音楽の特徴を把握させ
る。日本の伝統音楽を学び、日本の音楽と、西洋音楽との違いについて学習する。より深い音楽
表現ができるよう、音楽の多様性についての理解を深め、生涯にわたって音楽を愛好する気持ち
を育てる。

　授業改善のポイント
・パート練習では、その都度現状の課題や練習の目当てを明示し、生徒が主体的に取り組めるよう工夫する。

・歌唱活動の中で曲想の変化に気付かせ、構成要素などに触れ、創意工夫が図れるよう工夫する。

・変声期にある生徒が自身を持って声を出せるよう、適切な発声法を工夫する。

・鑑賞した時に感じたことを、音楽の構成要素に触れながら言葉や文章として表現できるよう、用語などの語彙を例示する。

・簡単な曲を作曲し、理論の大切さを楽しく理解できるようにする。

この課題を解決するために



内
容
分
析

１
年

２
年

３
年

教科（美術科） 大田区立貝塚中学校

昨年度の改善プランの検証
　引き続き、発想・構想の能力を育成することにねらいを絞った改善プランであったが、昨年度も概ね達成できたと思わ
れる。各題材において実態に応じたワークシートを開発して、新たな発見をもとに発想の幅を広げることができた。より
多くの作品を鑑賞して、自分自身の表現したいことを明確にして作り上げていきたい。力を伸ばすことができるように、
各題材がつながっていく計画を立てる。

　貝塚中生の現状（分析と課題）
　全学年とも、発想・構想の能力、創造的な技能、鑑賞の能力のそれぞれに、意欲や関心があり、取り組む態度も良い。2年生・
3年生は、発想・構想において、深く自己を見つけたり、社会の中でどうあるべきかなど客観的に考えようとしているが、悩む生
徒も多い現状がある。1年生は今後、題材を通じて、まず発想・構想の能力を伸ばしながら、作品制作を楽しみながら、追求して
いく姿勢を育てたい。
　　また、世の中の作品や仲間の作品を鑑賞を通して、幅広く考えるための視点を身につけることも必要である。鑑賞の視点を
養えるように、様々な名作や参考作品を鑑賞し、お互いに仲間の作品見合うなど、作品の良さを感じ取っていく習慣をつけさせ
たい。

観
点
別
分
析

　関心・意欲・態度 発想・構想の能力 創造的な技能 鑑賞の能力

意欲・関心・態度は、全
学年を通して高い。普段の
生活の中でも美に関する興
味も高く、授業以外の時間
に思いついたということも
少なくない。提出物や自己
の振り返りもしっかりさせ
て、次の課題につなげるよ
うにしたい。

表現意図を見出すことが
できるようになってきてい
る。また、発想したことに
ついて、思い切って表現す
ることに躊躇がないのは、
特に良い点である。今後は
発想に至るまでの過程にお
いて、さら幅広く考えるこ
とが必要である。

材料や用具を自由に選ん
で、生徒自身が主体的に考
えながら、技能の習得がで
きるような環境を整えたこ
とにより、創意工夫してい
る姿勢が見られる。創造活
動の過程において、ねらい
を定めて、技能を高めてい
きたい。

身のまわりの生活などか
ら、美的感覚を働かせて良
さを感じ取ることができて
いる。日本の伝統文化につ
いても、鑑賞する機会を増
やしていき、幅広い鑑賞を
行いたい。また、生徒同
士、お互いの作品を見合
い、作品の良さに気づかせ
る視点も養っていきたい。

色の学習や、鉛筆の扱い、絵の具の扱いなど、基礎的な学習や技能を習得し、今後の活動への準備とする。年間を通
して、友達クロッキーを行い、短い時間でより正確に形を捉え、描写する能力も養っていく。多くの画材や道具に触
れ、表現活動の幅広げていく。鑑賞では、１つ１つの課題で、その都度、参考作品を通して、多くの作品に触れ、作
品の思いを深めていく。また、教科書の「花の生命」の題材を用いて、様々な表現方法について気づかせる。話し合
い活動をとおして、自分とは違う意見に触れて、新しい鑑賞の視点を養う。

1年生で習得したものをさらに深め、多くの素材や道具を用いて造形活動を行う。また、発想力を高めるための課題
を積み重ね、アイデアを生み出すことを楽しめるようにしていく。年間を通して、友達クロッキーを行い、短い時間
でより正確に形を捉え、描写する能力も養っていく。鑑賞では、１つ１つの課題で、その都度、参考作品を通して、
多くの作品に触れ、作品の思いを深めていく。また、教科書の「東へ、西へ 美術がつなぐ人と文化」の題材を用い
て、日本の作品の良さを海外の作品から発見し、日本文化を深められるように、話し合い活動を行い、鑑賞活動を行
う。

今まで行ってきた様々な表現活動を応用させ、自分自身を見つめ、自分の思いを形にする、表現活動を取り組む。卒
業制作では、木のぬくもりを感じながら、長く使える工芸作品を制作し、自然に対する思いや自らの手で作り上げる
作品の良さを実感できるような作品制作を行う。年間を通して、友達クロッキーを行い、短い時間でより正確に形を
捉え、描写する能力も養っていく。鑑賞では、１つ１つの課題で、その都度、参考作品を通して、多くの作品に触
れ、作品の思いを深めていく。また、修学旅行で古都の文化に触れることから、日本の美術の流れを学び、鑑賞す
る。

　授業改善のポイント

　生徒の実態に応じて、適切に題材を設定し、題材を通じて身につけさせたい力は何か、ねらいを明確した創造活動をする。
　生徒自身が表現意図を見出し、課題を発見し、解決していくような自己決定と自己実現が可能なアクティブ・ラーニングの充実を図
る。

　美術における言語活動である形や色のアイデアスケッチなどを通して、客観的に批評し合う授業を取り入れる。

　具体的な方法や内容

この課題を解決するために



内
容
分
析

１
年

２
年

３
年

教科（ 技術・家庭科 ） 大田区立貝塚中学校

昨年度の改善プランの検証

取り組みにおける成果と課題
 「わかる授業」を目指し、実習教材を精選し、視聴覚教材を利用しながら段階的な指導を行うことに
より、基礎・基本の定着を図った。一方で、ゲストティーチャーや外部講師の導入により、知識理解
を深める機会を企画する事が出来なかった。

　貝塚中生の現状（分析と課題）
・ 小学校における基礎技能の習得に個人差がある。
・ 生活経験が少ないことによる実践的な活動が不足しているため、意欲・関心が低く、創意・工夫が乏し
いことで学習の発展が見られにくい。

観
点
別
分
析

社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な思考・判断
資料活用の
技能・表現

社会的事象についての
知識・理解

説明を聞き作業に取り組
むことはできるが、仕上
がりまで集中することに
生徒によってばらつきが
ある。（技術）
実技や実習に対する関心
が高い一方、生活を充
実、向上するために進ん
で実践しようとする意欲
に欠ける。(家庭)

自分で考える意欲が乏し
く、工夫しながら製作す
ることができていない。
（技術）
学習した知識や技能を実
生活で使う機会が少ない
ため、生活をより良くす
るために工夫し、創造す
る力が乏しい。（家庭）

日常生活で器具や工具を
使用する機会が少ないた
め手先を使う作業に慣れ
ていない。（技術）
基礎技能の習得に個人差
があり、実習を行う際、
進度差が生じる。（家
庭）

授業で理解したつもりで
も、次の授業時に同じ質
問をすると忘れているな
ど定着に課題がある。
（技術） 知識を得るこ
とを重視し、実生活にど
のように生かされるかを
理解してない。(家庭）

　授業改善のポイント
・ 体験的な活動を増やし、実践力を養う。
・　ICT機器を活用し、視覚化することで理解を促進させる。
・ 学年をまたいで学習を反復すると同時に、技術科と家庭科の学習の連携を図り、効果的な知識、
　技能等を習得する。
・ ゲストティーチャーや外部講師の導入により、知識理解を深める。
・ 家庭や地域で活動する場を多く持つようにする。（競技会への参加等）
・ものの美しさを大切にする感性、「もったいない」の心を生かした素材への取り組みを行う。

　具体的な方法や内容
　実践的・体験的な学習活動を通して、材料の性質を理解したものづくりや情報に関する基礎
的・基本的な知識と技能を確実に習得させる。また、話し合いや教え合いを通して学力の定着を
図る。（技術）　消費とエシカルについて考える題材を取り上げ、社会と実生活のつながりにつ
いて実感できる機会を増やす。家庭学習として学んだことを実践する課題を出して取り組ませ、
自立する力が身に付けられるようにする。（家庭）
具体的には、生活と密接な題材のわかりやすい実習を多く取り入れた授業を展開していく。

　自分のよさを生かして主体的に取り組み、進んで工夫・創造し、実践する力を身につけさせ
る。栽培の基本技術を学び実践し、生命尊重の態度を養う。（技術）
視聴覚教材を活用して、細かい技能をわかりやすく解説する。主体的、活動的な学習を通して、
学習したことを実生活で生かそうとする力を身に付けられるようにする。（家庭）
技術科の栽培の実習で収穫した作物を、家庭科の調理実習で調理して食べるなど、技術・家庭科
の連携を図り、学習したことが系統的に結びつけることで、実生活との繋がりが具体的にわかる
ようにする。

　生活や技術について関心をもたせて、生活を充実向上するために進んで実践しようとする力を
育成していく。生活を支えている情報技術の理解を深める。（技術）
主体的な関わりとして取り組むことが難しい題材は、具体的な資料を提示し、具現化する。興
味・関心を持つことができる教具を準備し、生徒各自の力量に応じて工夫や創造性が発揮できる
内容にする。（家庭）
実践的な態度を育てるために、課題学習に取り組ませていく。

この課題を解決するために



内
容
分
析

１
年

２
年

３
年

教科（保健体育） 大田区立貝塚中学校

昨年度の改善プランの検証
　教育課題解決型の学習や一定の身体能力を身につけさせる教え込みの指導で生徒が自主的に活動する基盤はで
きていると考える。オリンピック・パラリンピックアワード校の取り組みを進めながら、学校全体の教育活動
として、早朝ランニングや健康に関する講義や講演を行うことで、体力や健康・安全に対しての興味関心は高
まっている。しかし、体力・運動能力の二極化は見られ、体力・運動能力が充分でない生徒たちに対し、意欲
を高め、基礎基本を習得させてレベルアップすることが必要であり、特に筋力、柔軟性に課題がある。早朝ラ
ンニングの実施や部活動の充実などで全身持久力の改善がみられてきた。

　貝塚中生の現状（分析と課題）
各運動領域全般に興味を示して学習や活動をしている生徒は増えていると考えられ6割～7割程度であ

る。その他の多くの生徒達も自分の興味・関心の高い運動の種目をもっていて特定の運動・スポーツに関
しては自主的また主体的に学習・活動することができる。体育・健康のどの領域にも関心がない生徒は少
ないと考える。ただ、生涯体育の基礎づくりという観点から考えると運動全般に関する興味をもっと広げて
いったり、学習の過程を深く掘り下げ、課題を考えながら自分で学習の方策を作っていくような力を身に付
けることが必要である。良いプレーや高い技能を見て学ぶ意欲を高める必要がある。

観
点
別
分
析

社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な思考・判断
資料活用の
技能・表現

社会的事象についての
知識・理解

運動面や健康・安全に
対する関心はある。実際
の活動の場面で学習の過
程を順を追っていけない
生徒が少なからずいる。
運動領域に関わらず、意
欲を高めていきたい。

自己の運動面での課題
を解決しようと工夫する
試みについて、やや関心
が薄く、みちすじを考え
た課題解決の方策を探る
ということが難しい。

体力を高めようとする
意欲のある生徒が多く、
体力・運動能力は総括す
ると持久力は平均をやや
上回るがその他は平均値
を下回る。

運動や健康・安全につ
いての基礎的な事項には
興味をもっている生徒が
多く、大きな怪我が少な
い。授業で話した内容を
理解して記憶しておくこ
とが課題。

　授業改善のポイント
現在の自分の力を生かしたゲームや記録会・演技会を行いながら、課題を見つけその解決にむけての練習

や学習を考えていくという学習過程と生徒一人一人に身に付けてほしい力をしっかりと教え込んでいき、その
上で自主的に学び方を身に付けていくという学習過程とを実態に合わせ取り入れていく。また、基本の技能の
習得状況も確認しながら個人別に指導していく。

　具体的な方法や内容
男女別修で行う。スポーツテストなどで自己の記録を把握し、自己の課題を見いだしその課題を
達成するための計画を立て実践していく。生徒自身で計画をたてられないことがあれば教師から
アドバイスをする。また、全ての生徒の運動能力を高めるために授業のはじめに基礎トレーニン
グや体幹トレーニングなど行う。各運動領域における合理的な体の動かし方を映像資料などを参
考にして行う予定。早朝ランニングや体つくり運動を積極的に参加させ、運動に親しみ、生涯体
育の基礎を築く。

男女別修で行う。授業の中で生徒一人一人の長所を生かしながら、個人や集団の課題を見いだ
し、その課題を達成するための学習内容を計画し、実践していく。ルールやマナーを守り、生徒
が主体となって、試合を運営できるよう支援する。また、体幹トレーニングや筋力トレーニング
を授業の前に行わせ基礎体力を身に付けさせる。保健分野の学習を総合的な学習の時間と関連付
け各自の健康課題をとらえられるように計画し、実践する。早朝ランニングや体つくり運動等を
積極的に行うことで運動の実践を日常化していき、生涯体育の基礎を築く。

男女別修で行う。自らが生涯にわたって運動に関わっていく方法の基礎を身に付けていくよう
にしていく。そのため、自分の興味関心の強い運動種目を見つけ、実践をしていくことができる
ような支援を行っていく。グループ学習を行い、生徒が主体となって考え、実践できるようにす
る。また、生徒が中心となって、試合・競技会等を運営できるような授業形態を取り入れる。生
涯体育の基礎を身に付けることができたかどうかについて評価を行う。２年時に引き続き学校全
体で多くの健康安全に関する活動を行っていく。

この課題を解決するために



内
容
分
析

１
年

２
年

３
年

教科（英語） 大田区立貝塚中学校

昨年度の改善プランの検証

　昨年度は「書く力」を伸ばすことを重点目標として授業改善を行ってきた。現在、生徒たちには書
くことに対する積極性はあるものの、文法的な誤りや語彙不足などが見られ、正確さの面では課題が
残る状況である。また、家庭学習を促す取り組みは、昨年度から引き続き行っていく必要があると考
える。

　貝塚中生の現状（分析と課題）

・「書くこと」については、量は十分に書くことができる生徒が多いが、正確さの面では課題が残る。
・「話すこと」については、積極的な姿勢は見られるが、ALTを含む教員に英語で話しかけたり、クラスルー
ムイングリッシュを使ったりということにも挑戦させていきたい。
・家庭学習については、取り組みの度合いに生徒間で差がある。

観
点
別
分
析

コミュニケーションへの
関心・意欲・態度

外国語表現の能力 外国語理解の能力
言語や文化についての

知識・理解

「話すこと」「書くこ
と」ともに積極的に取り
組んでいる。家庭学習に
対する意識は、昨年度同
様、生徒間でまだ差があ
る。

　「話すこと」について
は、ALTに英語で話しかけ
ることができるなど、実
践力を養っていきたい。
「書くこと」について
は、語彙を増やしていき
たい。

「聞くこと」について
は、リスニングテストで
は得点できても、実際に
ALTが話すのを聞いて理解
するのは難しい生徒が多
い。「読むこと」につい
ては、初見の長文などに
はまだ抵抗がある生徒が
多い。

既習の文法事項を思い
出せないことで、書く活
動での表現が広がらな
かったり、文法的な誤り
があっても気づかなかっ
たりする場面が多く見ら
れる。

　授業改善のポイント

・既習の文法事項を振り返ったり、語彙を覚えたりする時間を確保することで、定着を目指し、話したり書いたりする際の
表現が広がるようにする。
・次期学習指導要領でも示されている「英語の授業は英語で」を目指し、教員だけでなく生徒にも英語で話すことを促す。
・家庭学習のアドバイス、宿題の提示を定期的に行う。

　具体的な方法や内容

　毎回行う帯活動として、単語や熟語を用いたビンゴを行い、語彙を覚えられるようにしてい
く。また、１週間に１回ずつ行う帯活動として、「既習文法の復習ゲーム」「Q＆A形式の会話練
習」などを導入し、表現を増やしていけるようにする。家庭学習については、チェックシートを
用いて宿題を毎回課すことで、習慣化させていきたい。

　毎回行う帯活動として、単語や熟語を用いたビンゴを行い、語彙を覚えられるようにしてい
く。また、「リストを用いた新出単語練習」「Q＆A形式の会話練習」などを行い、表現を増やし
ていけるようにする。家庭学習については、宿題を定期的に課すことで、計画的に学習を進めら
れるようになることを目指していく。

　毎回行う帯活動として、単語や熟語を用いたビンゴを行い、語彙を覚えられるようにしてい
く。また、「ライティングシートを用いた文作り」などを通して、表現を増やしていけるように
する。家庭学習については、２クラス４展開の少人数指導を活かし、それぞれの習熟度に合った
内容をアドバイスしていく。

この課題を解決するために


