
内
容
分
析

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
句の利用に不慣れであ
る。漢字を正確に書く
力も個人差が大きい。

（課題）漢字ノートの
活用。語彙力を増やす
ワークシートの工夫。
小テスト実施。古典・
文学作品暗唱の推奨。

真面目に課題に取り
組もうとする様子は大
いに見られる。学んだ
ことを更に深く追究す
る姿勢に課題がある。

（課題）授業規律の確
立。ワークシートや
ノートに書き込む追究
力の育成。

観
点
別
分
析

 基礎・活用とも目標値をクリアしてい
るが、向上を目指す。内容別の正答
率は話の内容を聞き取る△
漢字を読む・書く▼文法･語句知識△
説明文・文学作品の読み取り△
作文△

　話の内容を正確に聞
き取り、理解する力が
不足している。自信を
持って発言する力は個
人差が大きい。
（課題）小グループで
の話し合い活動の推
進。問題意識を持って
聞くことの指導。話し
合いルールの確立。暗
唱を使い、適切な声を
出すことに慣れる。

話す・聞く力

第１学年

第２学年

令和２年度　国語科　授業改善推進プラン

○アクティブラーニングを意識し、話し合い活動の中で、他の人の考えに触れ、自分の読みの修正
と磨き合いを行うことが２月まではでき、成果を挙げた。今後の工夫が必要である。
○語彙力の強化は引き続き課題である。いろんな文章に触れさせ、プリントなどで使用例を学ばせ
る必要がある。
○漢字力の向上に向けて、試験範囲の課題の出し方などを工夫した結果、漢字力は向上している。
○読書学習司書の協力により、読書冊数が伸びている。朝読書も継続して効果を上げている。

 基礎・活用とも目標値をクリアしてい
るが、向上を目指す。目標値に対し、
　話の内容を聞き取る▼
　文学の内容読取り△
　文法語句△　漢字を読む△
　　　　　　　（第１学年当時）

 向上した。漢字・文法学習を増や
す。
目標値に対して、
　文学作品を読む△作文△
　説明文を読む△
　漢字を書く▼文法語句▼

大田区学習効果測定の結果〈達成率（経年比較）〉

言語に関する
知識・理解・技能

　基礎・活用とも、目標値をクリアして
いるが向上を目指す。目標値に対し
て、
話の内容を聞き取る△
漢字を読む・書く△　作文△
説明文の内容を読み取る▼

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〉

　貝塚中生の現状（分析と課題）

第３学年

  基礎・活用とも目標値をクリアして
いるが、向上を目指す。内容別正答
率は以下の点で特徴がある。
 話の内容を聞き取る▼
 漢字を書く▼　作文▼
 説明文・文学作品読み取り△

平成３０年度結果令和２年度結果 令和元年度結果

○基礎・活用とも目標値を超えているが、話の内容を集中して正確に聞き取ること、小学校で習った漢
字を書く力、作文表現力にやや課題がある。読解に対して意欲が高い。（１年生）
○基礎・活用とも目標値を超えているが、漢字を書く力が弱い。漢字の学習機会を増やす。（2年生）
○全項目で目標値を上回っているが、説明文の内容を読み取る力はやや弱く個人差がある。段落ごと
の内容を押さえ、繋がりを意識し論理的に読む力を養う必要がある。（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。
○漢字を正確に読み書く力は、各学年伸びる余地がある。小テストや練習の回数・幅を増やす。

書く力 読む力

論理的に考え表現す
る力、字数や語句など
指定された条件作文の
力がやや不足してい
る。理由や証拠を挙げ
る文章に不慣れであ
る。
（課題）理由や証拠を
挙げて文章を組み立て
る答え方の工夫。条件
作文の課題に取り組
む。

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み
取る力が不十分であ
る。

（課題）読解ポイント
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読
む力を育てる。小グ
ループで読解を行う。

 基礎・活用とも、目標値をクリアして
いるが、向上を目指す。目標値に対
し、漢字を書く△
 文学作品を読む△  作文△
 話の内容を聞き取る▼
　　　　　（第１学年当時）

国語に関する
関心・意欲・態度



１
年

２
年

３
年

　一つの項目以外、目標値を上回ってはいるが、個人差がある。受験期であるため、より丁寧に力をつけていく必
要がある。
　漢字・語彙力では、定期的に漢字ノートや小テストで基本を反復学習させ、身につけさせる。
　文学作品や古典の暗唱では、抵抗感なく親しめるように、音読を繰り返し行いながらリズムや古語に慣れさせ
る。古典学習では、学校図書館で資料を揃え、主体的にその時代や文化をも学べるような調べ学習を展開する。
　条件付き２００字作文の練習を複数回行うことで、具体的な体験を交えて説得力のある文章を書けるようにして
いく。

○感染症対策を意識しながらも、話し合い活動のやり方を工夫し、互いに刺激し合いながら、読みの力を育てる。
○読解では、段落の内容をおさえながら繋がりを確認し、文章の流れを把握する力を高める。
○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、漢字ノートやワークシートで繰り返し学習し、知識の定着を図り、語彙を増やす。熟語の組み
立てや対義語・類義語、慣用句やことわざ・四字熟語などの学習も増やす。
○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

　授業改善のポイント

　目標値に届いていない「漢字の書き」「話の内容の聞き取り」「作文」の力を向上させつつ、三年間を見通した
スパンで全体の力を引き上げる必要がある。
　漢字ノートの課題をこまめに出し、学習を継続して行わせていく。考査の漢字範囲も、チャレンジ160のプリント
を工夫し、取り組みやすく心がける。語彙を増やすために慣用句や四字熟語、熟語の組み立てなどにも触れてい
く。
　ワークシートの自分で読み込んでいく取り組みや、友達のよい答えをメモする習慣を推奨し、読む力、聞く力、
メモする力を伸ばす。聞き取り問題を学期に一度は行い、注意深く聞く力を伸ばす。
　文章を書くトレーニングとして、ワークシートに常に感想や反省を書かせ、書くことに抵抗感を無くす努力をす
る。古典学習への入門期を大事にし暗唱に力を入れ文語文に慣らし、楽しんで暗唱する態度を育てる。

　一項目を除き、目標値を上回っているが個人差があるため、引き続き基礎力を向上させていく必要がある。
　漢字の読み書きの能力が目標値を上回らなかった。新出漢字の学習だけでなく、既出漢字の復習も小テストを行
い、授業の中で触れることで漢字、語句の基礎力の定着を図っていく。
　話の内容を聞き取る能力はおおむね良好である。１年生の時から継続している少人数での話し合いを今後も続
け、さらに力を伸ばしていく。
　作文を書く能力について、自分の意見を伝える文章を書くことは回数を重ね、定着してきた。今後は案内文や報
告文など様々な形式の作文をとおして、情報の取捨選択を行う力を身につけさせる。

この課題を解決するために



平成３０年度結果

基礎・活用ともに目標値を下
回っている▲。日本国憲法
△世界の中の国土△日本の
食料生産▲天皇中心の国づ
くり、天下統一と江戸幕府▲

内
容
分
析

第１学年

思考・判断
概ね全国平均を上回って
おり社会的事象について
の興味関心は高いと思わ
れる。こうした観点が他
の観点の導入になるよう
に生徒の意欲に響く教材
を心がけていくべきであ
ろう。

4観点の中では
最も高い数値を
示しており、考
える力がありそ
れを学力に結び
つけていると思
われる。今後も
考えさせる発問
を意識して授業
展開していきた
い。

基礎的な知識について弱い生徒も一
定数おり、ここの底上げが課題の一
つでもある。単純に覚えなければな
らない部分についても定着すべく小
テストなどを実施していきたい。

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〉

令和２年度　社会科　授業改善推進プラン

・昨年度の改善プランにおいては基礎力の伸張と応用力に力を入れておりそこで一定の成果を示すこ
ととなった。
・本年度も引き続き基礎力の定着を目指して小テストなどを大切にしつつ、視聴覚教材を導入し生徒
の興味関心に応える授業を展開していきたい。
・苦手意識の克服のために学習自体についてのアドバイスを心がけてWEB授業などでも確認する場を設
けていきたい。

基礎・活用ともに目標値を上
回っている。特に日本の工業生
産△。日本国憲法△世界の中
の国土△。日本の食料生産
▲。
基礎・活用ともに目標値を上
回っている△。世界の諸地域
▲。地球の姿をとらえる△世界
各地の人々の生活と環境△縄
文時代～古墳時代△中世の日

大田区学習効果測定の結果〈達成率（経年比較）〉
令和２年度結果 令和元年度結果

技能・表現
資料活用が4観点の中では
やや低くここが課題であ
ると思われる。テスト問
題も含めて資料分析的な
解説を考えさせるように
していきたい。

全国平均値を基礎は上回
り、活用は若干下回った。地
理的分野は上回っているの
だが歴史的分野が少し下
回っている項目がある。
基礎・活用ともに目標値を大
幅に上回った。地理的・歴史
的分野ともに全ての内容で、
目標値を上回った。

観
点
別
分
析

第２学年

・一・二年生においては地歴平行で取り組み歴史は三年生一学期に後に公民的分野を取り組んでいる。
・一年生においては地理的分野においての資料活用の力を育成するためにICTなどを生かして指導して
いきたい。また歴史的分野における力をより伸張するようにより深い内容に触れ意見や質問を出せる授
業を展開していきたい。
・二年生においては基礎力と活用力がより伸張するように小テストなどで定着させていきたい。また地理
的分野での資料活用についての分析力をつけるように指導をしていきたい。
・三年生においては基礎・活用で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。公民的分野での学習に生かしていきたい。

　貝塚中生の現状（分析と課題）

　
関心・意欲・態度

第３学年

歴史分野では、どの時代の
問題に関しても正答率が高
い。一方で地理分野の資料
活用の問題にやや課題が残
る。

知識・理解



１
年

２
年

３
年

歴史分野においては古代の知識理解がやや弱く、それが課題と思われる。地理的分野の世界地理
については興味関心が強く思考判断についても比較的良い結果を出している。今後は考える事を
中心に興味関心を引き出す教材を用意して授業を組み立てていきたい。また基礎的知識（たとえ
ば地名や国名・人物名）を確認できるようなテストも織り交ぜていきたい。単なる記憶のみにな
らないようにその背景や理由などをもとに考えて覚えることをアドバイスして学力の伸長につな
がていきたい。幸い教科のアンケートでは授業を好きな生徒も多くやる気についてはあるのでそ
れを次につなげていきたい。

考える力を高めることが基礎・基本の伸張につながるよう、知識の確認を図る授業展開を心がけ
ていく。自分の意見を発表し、他者の意見にも耳を傾け視野を広げて考えを深める学習を心が
け、公民的資質の向上を目指していく。現実に起きているニュース等にも触れ、学習したことが
それらとつながっている事を認識できる授業を心がけていく。それが基礎力や活用力の伸張につ
ながっていくと考える。

・考える力が知識にも考察力にもつながっていくはずであるから生徒の興味関心を考慮する教材に支
点を置いて授業展開をしていきたい。そのためにICTの活用も積極的に取り入れていく。
・定期的に互いの授業を見学しつつアドバイスや疑問を交換していくことが研鑽になるはずなので講
師も含めて取り組んで行きたい。

　具体的な方法や内容

　授業改善のポイント

歴史分野では授業中も関心や意欲がよく見られ、結果につながっているのだと思う。入学当初か
ら続けている「覚えることと考えることの両立」に重きを置いて引き続き指導する必要がある。
地理分野はとかく地形や地名の暗記に陥る場面が多くなりやすいが、世界各国の生活様式の違い
や日本との比較、地域により異なる考え方や言語が多く存在することを理解させる授業を常に念
頭に置き、指導していくことを心がけていく。

この課題を解決するために



内
容
分
析

・各学年や習熟度別クラスでのプリントによって学習習慣が身についたり、生徒が自分自身のつまず
きを自分自身　で発見したりすることができている。
・各単元において既習事項を確認したり関連づけたりすることで授業時間に復習的な内容が取り入れ
られたり系統的な学習ができたりしており基礎力の向上ができている。
・習熟度別授業や補習教室などを行い、個人の理解度にあわせた内容にすることで思考力を育成でき
ている。
・話し合い活動を授業に取り入れることが難しく、主体的・対話的な学習が進まず生徒の達成感、さ
らには興味・関心を高めることが不十分であった。

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〉

令和２年度　数学　授業改善推進プラン

全体としては、目標値を上回ること
ができ、全国平均を上回ることがで
きた。ただ、少数の割り算の計算と
百分率を活用して数量を求めるこ
とについては目標値を上回ってい
る。
（第１学年当時）

全国平均を上回ることができなかった。
昨年度課題であった、基礎学力の活用
が大幅に下がっている。また、計算など
の技能も全国平均を上回ることができて
いない。関心・意欲・態度や見方・考え方
の観点が全国平均を上回っている。（第
２学年当時）

大田区学習効果測定の結果〈達成率（経年比較）〉
平成３０年度結果

大田区立貝塚中学校

基礎学力はあるが、それを活用す
る能力が低い傾向にある。観点別
にみると、全国的にも計算がよくで
きているが、さらに上回ることがで
きている。全国平均を上回ることが
できている。
　（第１学年当時）

授業に集中して取り組
んでいる生徒が多く、発
問に対して積極的に答え
ようとしている。しか
し、今年度はグループ学
習を行うことができな
かったため数学を生活に
生かそうとする態度を養
うことが不十分であっ
た。

複雑な問題や思考力を特
に要する問題、長文の問題
になると諦めてしまう生徒
が多い。また、自分の考え
方について説明すること
は、苦手な生徒が多く、証
明問題などに課題が残る。

基本的な計算問題に関
してはおおむね正確に答
えを出すことができる生
徒が多い。一方、少数や
分数を含んだり割合や道
のり・速さ・時間などが
関連したりする計算にお
いて課題が残る生徒もい
る。

知識・理解思考・判断 技能

数量や図形などについての知識理解が全
国平均とほぼ等しかった。他の区分に比べ
て図形分野の正答率が低く授業改善の工
夫や改善が必要であると考える。

令和２年度結果

第１学年

新しい単語や事柄など
に興味を示し、覚えたり
まとめたりする力を持っ
ている生徒が多い。しか
し、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。また、言葉を理解し
ていても、図や表・式な
どに表現できない生徒が
いる。

観
点
別
分
析

　
関心・意欲・態度

　貝塚中生の現状（分析と課題）

全ての観点・領域において大田区や全国の正答率を
上回っている。正答率の分布図から３０％～４０％の
正答率が大田区の人数の割合より多い。全体の平均
値としては正答率が高いが、人数の分布からは苦手
な生徒と得意な生徒で二極化している。苦手な生徒
に対しての対策が必要であると考える。

令和元度結果

第３学年

数学への関心・意欲・態度や見方や考え方の
観点の正答率が大田区や全国の正答率に比
べて下回っている。領域としては図形分野で大
田区や全国を下回っている。基礎・基本の充実
の徹底や関心・意欲・態度が向上するための授
業などの工夫改善が必要であると考える。

１年生：領域別に分析すると図形分野での正答率が他の領域（数と式・関数・資料の活用）に比べて低
い。特に他の分野との関連問題の正答率が低くなっている。図形分野での授業などの工夫改善が課題であ
る。
２年生：関数分野の思考力を問う問題での正答率が低いことから問題解決に向けて必要な情報を選び活用
する力をつける工夫が必要である。また、分布図から３０％～４０％の正答率が大田区の割合より高く
なっており苦手な生徒に対しての対策が必要である。
３年生：関心・意欲・態度や見方・考え方の観点の正答率が低くなっていることから基礎基本の充実の徹
底を行っていく必要がある。また、図形分野の正答率が低く復習の内容を授業で扱いスパイラル学習をす
ることで学力を定着させたい。関心・意欲・態度の観点を向上させるために話し合い活動を感染症対策を
しながら取り入れていく。

第２学年



１
年

２
年

３
年

　具体的な方法や内容

　授業改善のポイント

・小学校の既習事項とも関連させて復習する内容を意図的に設定する。
・習熟度別授業を実施し、個に応じた指導を行う。基礎・標準クラスにおいては基礎的・基本的
な内容を理解したり解いたりする時間を確保する。標準・発展クラスにおいては演習時間を多く
取り入れ、様々な課題を考え取り組ませる。
・ICTを活用し特に図形分野では具体的な操作をシュミレーションで確認させるなどする。
・グループ学習を取り入れ、話し合いを通して問題を解決することで数学的活動への関心を高め
る。

・１学年の既習事項とも関連させて復習する内容を意図的に設定する。
・習熟度別授業を実施し、個に応じた指導を行う。基礎・標準クラスにおいては基礎的・基本的
な内容を理解したり解いたりする時間を確保する。標準・発展クラスにおいては演習時間を多く
取り入れ、様々な課題を考え取り組ませる。
・週に１回の計算トレーニング（家庭学習用）を定着させ、さらに基礎的な計算力を高める。
・グループ学習を取り入れ、話し合いを通して問題を解決することで数学的活動への関心を高め
る。

・１・２学年の既習事項とも関連させて復習する内容を意図的に設定する。
・習熟度別授業（２クラス４展開）を実施し、個に応じた指導を行う。基礎クラスでは反復練習
を用いて基礎的な問題を理解させる。基礎・標準クラスにおいては基礎的・基本的な内容を理解
したり解いたりする時間を確保する。標準・発展クラスにおいては演習時間を多く取り入れ、
様々な課題を考え取り組ませる。
・グループ学習を取り入れ、話し合いを通して問題を解決することで数学的活動への関心を高め
る。

・授業において既習事項を意図的に用いることで、単元と単元を関連させる力を養う。また、基礎力を確実に
身につけさせる。
・習熟度別指導を通して個に応じた指導を行う。クラスの習熟によって授業の難易度も変える。
・図形分野では特にICTを活用した授業を行う。具体的な操作をシュミレーションで確認し作図や図形の移動な
どと結びつけて捉えられるようにする。
・各学年や習熟度クラスで教科書に対応したプリントを活用することで確かな学力を定着させる。

この課題を解決するために



内
容
分
析

　昨年度の授業改善のポイントは「科学的な思考の能力をいかに高めていくか」であった。また、
「観察・実験の技能」についても課題がある生徒が少なからずいた。授業での発問を工夫して、考え
る場面を多くつくった。実験・観察を多く取り入れ、観察・実験ごとにレポートをかかせ、考察させ
る機会を増やした。その結果、｢よく考える｣生徒が多くなり、発言回数も増えている。１、２年生で
は、観点「科学的思考」、「実験・観察の技能」で目標値を超えた。すべての学年でこの２観点が向
上できるようにすることが課題の１つである。「自然事象への関心・意欲・態度」は１年生で目標値
以下、２年生で目標値相当となっている。生徒が興味・関心をもつことができるような導入方法の仕
方や身近な科学的話題の提示等を行って行きたい。

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〉

令和２年度　理科　授業改善推進プラン

目標値に対して４つの観点別正答
率とも△、２つの領域別正答率とも
△。問題の内容別正答率は｢動物
のからだのつくりとはたらき｣と｢水
よう液の性質｣が▽、他の９項目は
△であった。（第１学年当時）

目標値に対して４つの観
点別、領域別正答率とも
科学的な思考・表現は△
それ以外は▽であった。
（第２学年当時）

大田区学習効果測定の結果〈達成率（経年比較）〉
平成３０年度結果

大田区立貝塚中学校

目標別正答率は、４観点
全てで▽。「自然事象に
ついての知識・理解」は
前年度微減だった。
（第１学年当時）

　貝塚中生の現状（分析と課題）

1分野、２分野共に関心
を持って、意欲的に取り
組んでいる生徒が多いが
全体としてみたとき、関
心・意欲の程度は下がっ
ている。導入の仕方や教
材の提示を工夫したい。

昨年度と比べ改善が見ら
れる。表現のための知識を
定着させることと「考察」
する機会を増やし適切に支
援していく指導を続けてい
きたい。あわせて「科学的
思考」に関する問題を提示
し、問題を解く練習を行っ
て行く。

昨年度と比べ改善が見
られる。まだ、観察・実
験の技能に課題がある生
徒が少なからずいる。一
人ひとりが実験操作に取
り組んでいけるよう指導
していきたい。また、デ
ジタル教科書や映像を
使って、技能向上の指導
を充実させる。

知識・理解思考・判断 技能

第２学年

目標値に対して４つの観点別正答率で「自然事
象への関心・意欲・態度」が▽、残りの3つは△
であった。２つの領域別正答率とも△。問題の
内容別正答率は｢生物とかんきょう｣と｢月と太
陽｣、「水よう液の性質」、「電気の利用」が▽、
他の7項目は△であった。

令和２年度結果

第１学年

科学に関する概念や言
葉についてはよく学習し
身につけている生徒が多
い。身につけた概念や言
葉を様々な場面で使える
ように指導して行く。

観
点
別
分
析

　
関心・意欲・態度

目標値に対して「自然事象への関心・意欲・態度」は
＝、その他の３観点は△であった。領域別正答率は
地球が▽、他の３つの観点は△であった。も科学的な
思考・表現は△それ以外は▽。１２の問題内容別正
答率は「植物の分類」、「物質の状態変化」、「火山」
が▽で他は△であった。

令和元度結果

どの学年とも、△は数値が上、▽は数値が下、＝は
数値が同じであることを意味する。

第３学年

目標値に対して、「自然事象についての知識・
理解」が△、残りの３つは▽であった。領域別で
は「生命」が▽であった。問題内容別正答率
は、「化学変化と物質の質量」、「生物と細胞」、
「電流の性質」が▽であった。

　「科学的な思考力」は改善がみられる。「観察・実験の技能」も重点的に取り組んできた成果
が現れてきた。この２観点を向上させる以下の取り組みは続けていきたい。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。コロナ禍ではあるが、できるだけ観察・実験を取り入れたい。これまでのよ
うに、予想を立てさせたり、実験方法を考えさせたり、一人ひとりが実験操作できるような工夫
を通して観察・実験の技能を高めていきたい。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もできると考える。「自然事象への関心・
意欲・態度」を高めるため、身近な科学的話題を紹介する機会を多くする。



１
年

２
年

３
年

　具体的な方法や内容

　授業改善のポイント

・自然現象に対する興味を高めるため、電子黒板を利用して動画や画像を多く提示する。
・観察・実験の際には必ずレポートを書かせて考察を行うことで、科学的思考力を養う。
・基本的な知識を定着させるため、週に一度小テストを行う。
・小学校からの内容や既習事項との関連づけを行うため、復習を多く取り入れ、知識の結びつけ
を行う。
・知識の活用を行うため、授業内で課題を設けて解決させる力を養う。

・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。
・実験レポートの作成を通して、科学的に考える力や自分の考えを表現する力を養う。
・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。
・コロナ禍における対話的な学習を行うため、ホワイトボードを利用してボード上の対話をすす
める。
・定期考査前や休業中に補習教室を行い、基礎学力の定着を図る。

・自然事象に対する興味・関心を高めるため、身近な話題を提供し授業を展開する。
・授業の中で予想させる場面を多く設け、科学的な知識を元に予測させる力を養う。
・観察、実験の結果から個人での考察を行い、それをグループで話し合わせることによって科学
的思考力を養う。
・計算や作図が必要な場面などでは、学び合いの機会を設けている。
・基本的な用語の定着を図るため、クイズ形式の反復学習を行っている。

　学習効果測定の結果からみると、「科学的思考」「実験・観察の技能」では改善がみられた。「自然事象への関心・意
欲・態度」に課題が見られる。授業場面での導入を工夫したり、興味が起きるような科学的話題を提示したりするなどし
て、この観点を目標値以上にすることをポイントとしたい。コロナ禍であっても、観察・実験は多く取り入れて行きたい。
むずかしいときは、デジタル教科書や映像教材を使って、間接的であっても体験をさせていきたい。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は今後
も継続する。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ある。基本的な「言
葉」、｢実験の操作｣の定着を図るために小テストも実施していく。コロナ禍における対話的な学習を行うため、ホワイト
ボードを利用してボード上の対話をすすめる。

この課題を解決するために



内
容
分
析

令和元度結果

第３学年

　学習活動に前向きに取り組む生徒が多い。鑑賞の学習では、楽曲の音楽的特徴や時代背景など
と合わせて分析しながら聴くことができた。楽曲の音楽的特徴とともに感受したことを言葉で表
現する力が伸びてきたと感じる。一方、音楽理論について学習することに苦手意識をもつ生徒が
いる。歌唱教材の分析をとおして音楽的構造の理解を深める活動を取り入れ、主体的・対話的で
深い学びにつなげたい。技能については、引き続き頭声発声や複式呼吸の習得をし、演奏の質を
高めていきたい。

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
もって批評できる生徒が
いる。知覚・感受した内
容を自分の言葉で表現で
きる生徒が増えてきた。

観
点
別
分
析

　
関心・意欲・態度

合唱では、少人数での歌
唱活動の中で意欲的に取
り組めている。パート練
習では、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。

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
手意識をもつ生徒がい
る。歌唱教材をとおし
て、楽曲に親しみをもち
ながらパートの役割や表
現の工夫について学習し
ていく。

少人数で歌う場面では積
極的に表現できる生徒が
多くいる。人前で歌うこ
とに慣れ、どのような場
面でも音楽表現ができる
ようにしたい。頭声発声
や複式呼吸の習得が十分
ではない場合は、生徒同
士で助言し合ったり、個
別に指導したりして、改
善していきたい。

鑑賞の能力
創意・工夫 技能

大田区学習効果測定の結果〈達成率（経年比較）〉
平成３０年度結果

大田区立貝塚中学校

　貝塚中生の現状（分析と課題）

第２学年

令和２年度結果

　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表現できる生徒が増えてい
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が見
られる。歌唱活動は、１０月頃から少しずつ開始した。少人数でのアンサンブルを行い、ハーモニー
を感じて演奏する場面を設定したことで、一人一人の発声が向上してきている。また、歌唱教材を分
析しながら表現の工夫について考えさせることで、楽曲の特徴をより明確に感じ取り、生徒の意欲に
つながった。

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〉

令和２年度　音楽　授業改善推進プラン

第１学年



１
年

２
年

３
年

　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・意欲をさらに高めていく。パート練習では、響きのある声で歌える生徒の演奏を他の生徒が
模倣する活動から、より良い発声で表現できる生徒を増やしたい。
　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。歌劇や歌舞伎を鑑賞し、総合芸術について学習をするとともにそれぞれの文化や音楽の特
徴を捉え、さまざまなジャンルの音楽を楽しみながら聴く姿勢を大切にする。

　合唱では、正しい音程で歌えたり、よい発声で演奏できる生徒が複数いる一方で、集団の中で
表現することには抵抗のある生徒もいる。今年度は、生徒の主体的な取り組み（パート練習）に
重きをおくとともに、一人一人が自信を持てるよう、より丁寧に声掛けを行う。また、男女とも
に声量が増してきているので、技能を高めて豊かな表現につなげていきたい。
　鑑賞では、バロック時代ら近代・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。日本の伝統音楽である雅楽では、音色の特徴や音楽の構造を読み取っていく。

・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。
・少人数アンサンブルを活動に取り入れ、生徒同士で考えたり助言し合ったりする場面を設定する。
・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に工夫する。
・変声期にある生徒が自信をも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。
・楽曲分析の学習の中で、理論の大切さを楽しく理解できるようにする。

　具体的な方法や内容

　授業改善のポイント

　合唱では、表現することの楽しさを生徒ひとりひとりが感じられるよう楽しく温かい雰囲気を
大切にしながら指導する。音程正しく歌うことともに響きのある声で歌うことを目指し、学習に
取り組ませるようにしたい。１０名程度の人数で混声合唱に取り組み、ハーモニーの調和を感じ
られるよう工夫する。
　鑑賞の授業では、音楽の諸要素から感じ取ったこと（知覚）と自分なりの感想（感受）を関連
させて聴くよう指導する。

この課題を解決するために



内
容
分
析

１
年

２
年

３
年

全学年とも、制作に対する意欲や関心があり、取り組む態度も良い。発想・構想において、積極的に自分
の思いを作品に表現しようという創意工夫の取り組みを感じる。
制作を行う上で、意欲的に取り組むことは大切だが、自己満足になりがちな生徒も多い。自分の作品を客
観的にみる視点が必要である。また、発想や構成を行う際、幅広くものを見たり、考えることができるよう
にすることが大切である。特に１・２学年に関しては、それを伸ばすことが課題と感じる。

鑑賞の時間では、興味関
心を持って鑑賞する姿が
ある。さらに、自分の好
みだけでなく、幅広く見
たり、考えたりすること
が課題である。

令和２年度　美術科　授業改善推進プラン

創造的な技能

生徒自身が主体的に考え
ながら、材料や道具を考
えて創作活動を楽しんで
る様子を感じる。創造活
動の過程において、ねら
いを理解し、工夫を重ね
創作していくことが課題
である。

　貝塚中生の現状（分析と課題）

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〉
生徒の実態に応じた題材を設定し、題材を通じて身につけさせたい力等ねらいを明確した創造活動を
行った。生徒自身が自ら表現意図を見出し、課題を発見し解決していけるように、ワークシート等を
工夫し、アクティブ・ラーニングの充実を図った。また、客観的に意見を出し合ったり、お互いの良
さを認め合う授業内容になるように、話し合い活動や鑑賞活動を取り入れた。ＩＣＴを有効的に活用
した授業を行い、さらに発想や創造性を高めさせていくことが課題である。

発想・構想の能力 知識・理解

・基礎的な学習や技能を習得する。多くの画材や道具に触れ、表現活動の幅を広げていく。
・3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。
・各課題の中で、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鑑賞を行う。ま
た、１つのテーマから表現方法の違う多くの作品を鑑賞する鑑賞授業を行い、今後の制作の幅を
広げさせらえるようにする。

観
点
別
分
析

関心・意欲・態度

・1年生で習得したものをさらに深め、より多くの素材や道具をに触れさせ、活用する能力を育て
る。
・発想力を高めるための課題を組み入れ、楽しくアイデアを生み出す機会を増やす。
・課題の中で多くの作品にふれながら、様々な表現方法や作家の思いを深めていく。また、日本
と海外の作品を見比べながら鑑賞し、文化の交流がもたらす意味を考えさせる鑑賞授業を行う。

・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
活動に取り組ませる。
・卒業制作では、使える美術作品の制作し、「自らの手」で丁寧に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。
・鑑賞では、課題の中で多くの作品にふれながら、様々な表現方法や作家の思いを深めていく。
また、日本の美術の流れを学び、鑑賞し、自国の文化良さを深めさせる。

中学校3年間で、様々な材料や道具に触れ、創意工夫して発想することや創作することを楽しむ姿勢を
育てたい。制作を行う上で、意欲的に取り組むことは大切だが、自己満足にならないように、自分の
作品を客観的にみる視点も育てながら、より良い作品を作り上げていけるようにする。また、世の中
の多くの作品を鑑賞をすることで、幅広くものを見たり考えることができるようにする。ＩＣＴを活
用し、より深い発想・構成を考えさせ、意欲的な創作活動にする。生徒の実態に合わせた課題を設定
し、題材を通じて身につけさせたい力が何かという「ねらい」を明確する。

　具体的な方法や内容

　授業改善のポイント

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
する興味も高い生徒が多
い。提出物や自己の振り
返りもしっかりさせて、
次の活動につなげるよう
にすることが課題であ
る。

課題を理解し、創意工夫
を試みて制作しようとい
う姿勢を感じる生徒が多
い。その一方で、アイデ
アの段階で悩み、進まな
い生徒もいる。能力の高
い生徒と難しい生徒の差
を大きい中で、いかに生
徒にアプローチしていけ
るかが課題である。

この課題を解決するために



内
容
分
析

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。書く、聞くこと
において授業でメリ
ハリを持ち指導を行
う。

自己の課題を解決し
ようと工夫する試み
について、考え、行
動する態度が低いと
感じる。個に応じ
て、みちすじを考え
た課題解決の方策を
探るということが必
要になる。個別指導
や教え合いの機会を
増やしていく。

観
点
別
分
析

　貝塚中生の現状（分析と課題）

　
関心・意欲・態度 思考・判断

令和２年度結果 令和元年度結果

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多いと感じる。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。しかし、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き、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。
ICTを活用し、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。また、生
徒同士の学び合いも必要だと考える。個の能力を伸ばすために、自らわからないこ
とを積極的に質問する姿勢を身に付けさせるために、授業での雰囲気づくりを大切

授業で話した内容を
理解して記憶してお
くことが課題であ
る。ノートに大事な
ことをメモしておく
など工夫を凝らす。
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。

大田区立貝塚中学校

東京都体力テストに関して１学年は持久力、２、３学年は長座体前屈に課題が見
られた。そこで、基礎的・基本的な体力・運動能力を身につける指導をした上
で、自己の課題にあった練習内容を選択する等の課題解決型の学習や生徒が自主
的に活動する基盤をつくることが重要だと考える。今後は体育の授業での補強運
動に加え、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、体力の向上
や健康・安全に対しての意識は高めていく。また、東京オリンピック・パラリン
ピックが行われることを想定し、スポーツに対しての興味・関心をさらに高めて
いくため、体育理論や調べ学習などを通して、知識を深めていく。

（第１学年当時）

（第２学年当時）

大田区学習効果測定の結果〈達成率（経年比較）〉

第２学年

第１学年

（第１学年当時）

令和２年度　保健体育科　授業改善推進プラン

技能・表現
体力を高めようとす
る意欲のある生徒が
多い。体力・運動能
力は総括すると各種
目で東京都平均より
低い。球技など様々
なスポーツに取り組
ませ、将来スポーツ
に積極的に行える土
台を築く。

平成３０年度結果

第３学年

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〉

知識・理解



１
年

２
年

３
年

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。

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

　授業改善のポイント

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。

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。

この課題を解決するために



内
容
分
析

１
年

２
年

３
年

　延長コードの製作では、安全指導として、家庭での電気の安全な使い方を指導する。また、身
近にある、電気機器を用いて、実験し、電気エネルギーの大きさや危険性を実感させる。（技
術）
視聴覚教材を使用し、具体的に知識を深められるようにする。食生活の単元では、実生活で活用
する取り組みにより、課題解決能力を向上させる。（家庭）

工夫・創造

観
点
別
分
析

・ 小学校における基礎技能の習得に個人差がある。
・ 実習に前向きに取り組むことができているが、他方で、応用力・課題解決能力に課題がある。（全体を
見通して作業を行う。より効率的な作業方法を考える。など）

　コンピュータがPCに限らず、家電や社会など多くの場面で使われていることを知り、日常生活
でコンピュータが利用されていることに気付かせる。自習では、応用して日常生活で活用できる
PCリテラシーを身につけさせる。（技術）
自分の力に合わせた課題を設定し、先を見通して解決する体験をしながら、学び合う中で柔軟な
思考・想像力を育成する。３年間で学んだ知識を生かし、家庭や社会の発展充実に貢献する力を
養う。（家庭）

・問題解決能力・応用力を養う（個別指導と全体指導の組み合わせを再検討して、全生徒が深く学べ
るように工夫する。生徒の学び合いの場を適切に提供する）。
・ICT機器(書画カメラ・タブレット）の活用を更に推進し、生徒の理解を促進させる。
・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。
・ものの美しさを大切にする感性を活かした素材への取り組みを行う。

　具体的な方法や内容

製作の知識を用いて、作
品を完成させていても、
定期テストで答えられな
いことがある。（技術）
知識を得ることを重視
し、実生活に活用し実践
する必要性の理解に部分
がある。(家庭）

　授業改善のポイント

知識・理解

昨年度の改善プランの検証

令和２年度　技術・家庭科　授業改善推進プラン

　製図の授業で、教え込むのではなく、生徒が自主的に考えて応用することにより、身につく時
間を作ること。身近なもの（生徒の作品製作で用いている材料）を使って、強度実験を行なうこ
と。（技術）作品制作活動において、ミニティーチャーをおき、教え合う機会を増やし実技能力
の定着を確実にする。（家庭）

　貝塚中生の現状（分析と課題）

技能関心・意欲・態度

大田区立貝塚中学校

説明を聞き作業に取り組
むことはできるが、時間
のかかる製作で、忍耐強
く取り組むことに個人差
がある。（技術）
実技や実習に対する関心
が高いが、自ら進んで課
題を解決しようとする態
度が少ない。(家庭)

一斉指導を受け手、自分
で考えるて、工夫しなが
ら製作することに個人差
がある。（技術）
自分で課題を解決する方
法を想像する力が弱く、
依存している生徒が多
い。（家庭）

小学校段階でのPCスキル
の習得に差がある。小学
校段階での数理能力の習
得に差がある（単位mm)
（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）

取り組みにおける成果と課題
　ICT機器を活用して視覚化をする事で理解を促進させることができた。競技会への参加や、家庭で取
り組む課題の提示など、家庭や地域で活動する場を持つようにできた。
　生徒の応用力・課題解決能力を育むことが課題である。

この課題を解決するために
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第３学年

新しく習ったことに関しては定着が図れている
が、既習事項に関しては生徒によりあやふやな
部分が多く、誤答につながっていると考えられ
る。ただ、全体的には区平均と同程度だった。
　　　　　　　（第３学年当時）

・「書くこと」については、積極的に取り組む生徒が増えているが、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。
・ＡＬＴの活用やオールイングリッシュの授業展開によって、生徒の聞く力の向上が見られる。

　「話すこと」について
は、自分のことを英語で
表現できるなど、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、正確
な文を書けるようにして
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
は抵抗がある生徒が多
い。

知識・理解
　既習の文法事項が身に
ついていなくて、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。

観
点
別
分
析

　
関心・意欲・態度

　貝塚中生の現状（分析と課題）

　「話すこと」「書くこ
と」ともに積極的に取り
組み、英語の授業に意欲
的に取り組んでいる生徒
が多い。

思考・判断 技能・表現

令和元度結果

All EnglishとＡＬＴとの授業の連携により、聞く力
については全国の平均値を上回った。一方、
習ってすぐの文法事項については未定着のた
め、今後の指導が必要である。ただ、区平均も
全国平均も上回っていた。
　　　　　　　　 （第２学年当時）

　近年は「英語で表現する力」を伸ばすことを重点目標として授業改善を行ってきた。量を十分に書
くことができる生徒が多いが、正確に文を書くことに対しては課題が残る。
　話すことについては、積極的な姿勢が見られるが、ＡＬＴの活用やクラスルームイングリッシュを
多用させていきたい。
　家庭学習については、取り組みの度合いが生徒間で差があることが課題である。

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〉

１年次で単語練習ノートを活用し語
彙力向上を図った結果、「語形・語
法の知識・理解」と「語彙の知識・
理解」が区の平均値を上回った。た
だ、全体的には区平均とほぼ変わ
らなかった。  （第２学年当時）

令和２年度結果

第１学年

令和２年度　英語科　授業改善推進プラン

大田区学習効果測定の結果〈達成率（経年比較）〉
平成３０年度結果

大田区立貝塚中学校

第２学年



１
年

２
年

３
年

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、Q&Aを通して、積極的にコミュニケーションをとる態度を育て、表現を増やしていけるよう
にする。家庭学習については、各セクション毎にノート作りをさせたり、Speakingやワークなど
の課題を適宜課して、計画的に学習を進められる力が身につくようにようにしていく。

語彙力の形成を図るビンゴの活動では、英語らしい発音も合わせて定着させられるよう、授業の
中で繰り返し指導をする。文法事項の習熟度を高めるために、夏休みの出来事や自分の将来の夢
などのテーマに関して、スピーチづくりとその発表を行う。その際、ALTの添削や助言を効果的に
受けることで、英語らしい自然な表現が身に付けられるよう支援をする。ノートへのまとめ、
ワークブックや授業プリントへの取り組みなどを定期的に家庭学習として提示し、基礎的な力を
育んでいく。

基礎基本の定着を進めるために、授業の開始時には語彙と目標文に関する小テストを行う。ま
た、目標文に関する英作文を宿題として提示し、「書くこと」に取り組む機会を細やかに設定す
る。「聞くこと」、「話すこと」については、ペアやALTとのやり取りを通じて反復練習を積み重
ねながら、単元ごとに実施するパフォーマンステストで自身の達成率を確認できるようにする。
秋、冬の時期には、ある程度のまとまった長さの文章について、的確に内容を理解してけるよ
う、長文読解などの演習も加えて授業を進めていく。

・授業の始めに本時の授業の流れを伝え、見通しを持った学習ができるようにする。
・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。
・授業では、教員だけでなく生徒にも英語で話すことを促す。また、授業内でＡＬＴと積極的に話
　す姿勢を育てていく。

　具体的な方法や内容

　授業改善のポイント

この課題を解決するために


