
令和３年度 国語科 授業改善推進プラン 

大田区立貝塚中学校 

１ 昨年度の授業改善推進プランの検証 

（１） 成果 

 ・話し合い活動をコロナ禍の中でも工夫し授業規律も重視した結果、「話の内容を聞き取る」の力が向 

  上している。 

 ・語彙力・漢字を書く力の向上を目指し小テストや課題の出し方を工夫し、効果を上げた。 

（２） 課題 

 ・感染症対策を意識しながら、人の意見を聞き、話し合う活動を工夫して行い、刺激を与え合いながら 

  読みを深める学習を行う。 

 ・いろいろな文章に触れさせ、語彙と文法の能力を高める必要がある。 

 ・文章の書き方のパターンを学び、場面に応じた書き方ができるトレーニングが必要である。 

 

２ 大田区学習効果測定の結果分析 

（１） 達成率（経年比較） 

 令和３年度結果 令和２年度結果 令和元年度結果 

第１学年 

目標値・全国平均・内容別正答率と

もに大体が上回った。以下の内容の

向上が期待される。 

話すこと・聞くこと▼ 

話の内容を聞き取る▼ 

  

第２学年 

目標値・全国平均・内容別正答率と

もほとんど上回った。 

文法・語句に関する知識▼ 

活用正答率が高い。 

 

基礎・活用とも目標値をクリアして

いる。  

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△ 

（第１学年時） 

 

第３学年 

目標値・全国平均とも上回ったが、

内容別正答率で以下の点の向上が

期待される。  

漢字を読む▼ 

文学作品の内容を読み取る▼ 

 

基礎・活用とも目標値をクリアして

いる。 

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△ （第２学年時） 

基礎・活用とも目標値をクリアして

いる。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学年時） 

 

（２） 分析（観点別） 

 ① 第１学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

 目標値・区平均・全国平均を大

体が上回ることができた。我が国

の言語文化に関する事項が区平

均・全国平均を下回っているので

強化する。 

目標値・区平均・全国平均を大

体が上回ることができた。話すこ

と聞くことに関する事項が区平

均・全国平均を下回っているので

強化する。 

 目標値・区平均・全国平均を上

回った。作文の基本的な書き方を

学習し、苦手意識をなくしていく

ようにする。 

 

 

 

 

 



 ② 第２学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

 目標値・区平均・全国平均を上

回ることができた。文法の分野が

やや弱いので強化する。 

目標値・区平均・全国平均を上

回ることができた。読解能力は高

まっている。 

目標値・区平均・全国平均を上

回った。作文に取り組む意欲を高

める必要がある。 

 

③ 第３学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

目標値・区平均・全国平均を上

回った。漢字の読みでは、語彙を

増やす必要がある。 

 

目標値・区平均・全国平均を上

回った。文学作品の読みでは、選

択肢の違いを論理的に考える能

力を高める必要がある。 

目標値・区平均・全国平均を上

回った。作文を最後まで書ききる

などの意欲を高める。 

 

３ 授業改善のポイント（観点別） 

（１）第１学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

 言語や漢字などの語彙力をつ

けていく。そのために、漢字ノー

トをもとに週に 1 回の漢字テス

トや、語句のプリントを定期的に

取り組むようにする。 

 自分の考えを言語化したり、他

人の話を聞いたりする力を養う

ために、発表の時間を設ける。他

者の意見も聞き、多様な考えをも

つ。 

 授業規律を確立する。やるべき

ことに全員が取り組める雰囲気

をつくる。国語に苦手意識をもた

せないような授業づくりをする。 

 

（２）第２学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

 日常使い慣れない語彙を増や

すために、いろいろな文章に触れ

させる。漢字ノートや小テスト

で、既出の漢字の定着を計る。 

 小グループでの意見交換や読

解を深める工夫を行わせる。発表

に慣れる機会を用意し、他からの

刺激を活かす。 

 授業規律を守り、落ち着いて学

習させる。研究ワークシートに取

り組ませ、興味を広げる機会を持

たせる。  

 

（３）第３学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

日常使い慣れない語彙を増や

すために、いろいろな文章の読解

の機会を用意する。常用漢字の読

み、既出の漢字の書きを繰り返し

復習させる。 

 200字作文を多く書かせ、身の

まわりの事象に対し、論理的に考

えを深める機会を増やす。他の生

徒の意見とも比較させる。 

 受験期ではあるが、落ち着いて

学習させる。研究ワークシートを

活用し、関心を広げさせ、上級学

校への学習に繋げる。 

 



令和３年度 社会科 授業改善推進プラン 

大田区立貝塚中学校 

１ 昨年度の授業改善推進プランの検証 

（１） 成果 

 ・興味関心を持たせる教材や発問を意識することで、考える力を高め、知識の習得や考察力の向上につ

ながった。 

 ・ICTの活用を積極的に行うことで、資料活用や思考力の向上に一定の効果があった。 

（２） 課題 

 ・定期的にグループワークを行い、生徒同士の意見交換を活発にする目標を前年度は掲げたが、コロナ

禍の中、活動が制限され、話し合い活動の機会が減った。 

 ・社会科に苦手意識のある生徒に対しての個別の対応や配慮が行き届かず、学力の二極化という課題が

残った。 

 

２ 大田区学習効果測定の結果分析 

（１） 達成率（経年比較） 

 令和３年度結果 令和元年度結果 平成 30年度結果 

第１学年 

地理・歴史分野ともに正答率が

区・全国の平均値を上回ってい

る。特に政治分野の「我が国の

歴史」、「日本国憲法」の正答率

が高い。 

  

第２学年 

基礎・活用分野の校内平均正答

率が区・全国の平均値とほぼ同

じ値になっている。全体として

資料を活用する力が少し弱い。 

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。 

 

第３学年 

地理・歴史分野ともに正答率が

区・全国の平均値を上回ってい

る。特に「近代の日本と世界」

の正答率は区・全国を大幅に上

回っている。 

全国平均値を基礎は上回り、

活用は若干下回った。地理分

野は上回っているのだが、歴

史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上

回っている。特に日本工業生

産△。日本国憲法△世界の国

土△日本の食料生産▲であ

った。 

 

（２） 分析（観点別） 

 ① 第１学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

基礎的な知識を習得できている

生徒とできていない生徒の二極

化がみられる。また、資料活用が

苦手な生徒が多い。 

３観点の中では数値が高く、社会

問題に関して自分の考えを持っ

ている生徒が多い。しかし、表現

する力が少し弱い。 

３観点の中では数値が最も低く、

社会に興味関心があまりない生

徒、社会が苦手な生徒が一定数含

まれている。 

 

 

② 第２学年 

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解 

区の平均が全国を下回

る中、本校の数値は全国

の平均を上回ることが

できた。授業に興味関心

を持っている生徒が多

い。 

４つの観点の中では最

も高い結果となったが、

数値自体は区・全国の平

均値よりわずかに高い

値となっている。 

区・全国ともに平均を下

回り、早急に改善が必要

な観点である。資料を活

用する力が弱い傾向が

ある。 

区・全国ともに平均を下

回り、早急に改善が必要

な観点である。教科書を

見直し、基礎基本の知識

の確認が必要である。 



③ 第３学年 

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解 

４つの観点の中で「関

心・意欲・態度」の数値

がやや低いが、区や全国

の結果も同様なものと

なっている。 

区・全国の平均正答率を

大きく上回っているこ

とから、自分の考えを表

現する力の定着がみら

れる。 

資料を活用する力が習

得できている生徒が多

い。しかし、歴史分野の

資料読み取りが苦手な

生徒が多いのが目立っ

た。 

４つの観点の中では最

も高い数値を示してい

る。一問一答式など、反

復して行う学習が定着

している。 

 

３ 授業改善のポイント（観点別） 

（１）第１学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

教科書に載っている基礎的な用

語の理解を深め、小テストなどを

通して知識を獲得する。また、資

料集や地図帳を丁寧に活用する。 

ICTの活用を通して、クラス内で

の情報共有をより積極的に行っ

ていきたい。他の意見と自分の意

見を比較することでこの観点の

力を伸ばしていきたい。 

分野ごとに自己評価や相互評価

を行わせることで、主体的に学習

に取り組む態度を身につけさせ

たい。また、時事問題などにも触

れ、社会に興味関心を持たせた

い。 

 

（２）第２学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

基礎的な知識を習得できていな

い生徒も一定数おり、反復練習を

行っていきたい。また、資料の比

較や活用の場面を多く作ってい

きたい。 

生徒に考えさせる資料や興味を

持たせる発問を心がけるととも

に、ICTを活用することでより深

い学びにつなげていきたい。 

日頃から新聞やニュースなどに

関心を持たせ、自分の考えを発表

する機会や場面を模索すること

で、学ぶ意欲を継続的に高めてい

きたい。 

 

（３）第３学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

基礎的な知識を習得できている

生徒が多いことから、それらの知

識を活用して、「思考・判断・表

現」などの他の観点の伸長につな

げる。 

ICTを活用することで、自分の考

えだけでなく、他者の考えを理解

し、発展的な考えを構築する授業

を展開していく。 

獲得した２観点の力をもとに、ど

のように社会・世界と関わってい

くかを意識しながら、毎回の授業

に臨むことでその態度を身につ

ける。 

 

 

 



令和３年度 数学科 授業改善推進プラン 

大田区立貝塚中学校 

１ 昨年度の授業改善推進プランの検証 

（１） 成果 

 ・大田区効果測定では、全学年全国の平均値を超えることができた。昨年度課題であった「図形分野」

にて目標値を達成している問いが多い。ICTの活用をし、具体的な操作をシミュレーションで確認させ

た授業で理解を高めた。 

 ・基礎・基本の定着を図ることができた。大田区効果測定では目標値を５ポイント程度上回った。本校

では習熟度授業を実施し、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

る時間を確保できたことが定着力を高めたと考えられる。 

 （２） 課題 

 ・新学習指導要領において追加された「累積度数」や「箱ひげ図」などの観点において正答率が低かっ

た。生活で使う場面などを説明したり、実際にこれらを用いてデータ分析させたりするレポートを作成

させるなどして有用性を感じさせる指導が必要である。 

 ・思考・判断・表現の観点において昨年度と比較して正答率が１ポイント程度低かった。グループ学習を取

り入れ問題の解き方などを説明する場面を今まで以上に設定する。いくつかの領域の複合問題に慣れていな

い生徒もおり、標準・発展クラスにおいては複合問題に触れる場面を作る。 

２ 大田区学習効果測定の結果分析 

（１） 達成率（経年比較） 

 令和３年度結果 令和２年度結果 令和元年度結果 

第１学年 

全国正答率と比較すると、正

答率は３ポイント以上高か

った。 

  

第２学年 

全国正答率と比較すると，正

答率は６ポイント以上高か

った。 

数量や図形などにつての知

識理解は平均を上回った。

（第１学年時） 

 

第３学年 

全国正答率と比較すると、正

答率は４ポイント以上高か

った。 

３０～４０％の正答率が大田区

の人数の割合より多い。 （第

２学年時） 

全体としては、目標値を上回

ることができた。 

（第１学年時） 

 

（２） 分析（観点別） 

 ① 第１学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

図形に関する知識や平均の計算

は目標値に達しているので基本

的な計算は習得できているが、少

数分数を含む計算の目標到達度

が低い。 

全体的に目標値に達していた。特

に整数に関する問題の目標到達

度が高い。前年度に比べると、グ

ラフを読み取り理由の説明が低

かった。 

全体的に目標値に達していた。特

に面積体積の問題の達成度が高

かった。前年度に比べると、グラ

フを読み取り理由の説明が低か

った。 

  

② 第２学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

資料の散らばりと代表値の問題

で新学習指導要領の新単元であ

る「累積度数」の目標達成度が低

かった。 

全体的に目標値に達していた。特

に１次方程式の単元では全国正

答率や目標値を大きく上回った。 

全体的に目標値に達していた。資

料を活用し理由を述べる問題で

の正答率が高かった。 

 

③ 第３学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 



数と式では、単項式の累乗を含む

計算が、資料の活用では、さいこ

ろを用いる事象についての目標

値の達成度は低かった。 

連立方程式の文字が表す意味を

考えさせたり、座標から図形を考

える思考については目標値より、

大きく下回った。 

全体的に目標値に達していたが、

座標から図形を読みとる問題は

達成できていなかったが、前年度

よりは正答率は高かった。 

 

３ 授業改善のポイント（観点別） 

（１）第１学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

計算問題を扱うときは、少数分数

を多く取り入れ、計算に慣れさせ

る。また、割合等の方程式におい

ても、すぐ約分するのではなく楽

な計算方法を身につけさせる。 

グラフや表を見て気づいたこと

などを書かせたり言わせたりす

る取り組みを増やし、テストでも

恐れずに書くことができるよう

にさせる。 

受動的な授業だけではなく、グル

ープ活動など、能動的に取り組む

ことのできる授業づくりを意識

する。挙手をさせる。 

 

（２）第２学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

「累積度数」など新学習指導要

領にて追加になった言葉の定義

や使い方について理解させる指

導を行う。また、関連する単元に

おいて複数回授業などで扱い、復

習させる。 

 得意な観点なのでこのまま伸

ばせるよう指導する。具体的には

式や考え方などの理由を文章で

書かせる指導を継続する。 

 資料を活用する場面を設定し

レポート課題を課すなどしてこ

の観点の育成をしていく。グルー

プ学習を今まで以上に取り入れ

主体的に授業に参加できる授業

を行う。 

 

（３）第３学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

計算問題では、累乗を含む計算を

多く取り入れる。資料の活用にお

いては、様々な単元において、確

率や場合の数等と連動させた問

題を考えるなど、工夫した授業を

心がける。 

２乗に比例する関数を中心に、座

標軸の中に図形を取り入れた授

業を展開する。また、気付いたこ

とや考えたことを言わせたりす

ることで、達成感や自信に繋がる

授業を工夫する。 

グループ活動で主体的に考えさ

せたり、図形や関数の単元などで

は、ICTによる授業を通して、生

徒が興味関心を持つ授業を展開

する。 

 



令和３年度 理科 授業改善推進プラン 

大田区立貝塚中学校 

１ 昨年度の授業改善推進プランの検証 

（１） 成果 

 ・昨年度の授業改善のポイントは「自然事象への関心・意欲・態度」の観点で目標値以上にすることで

あった。今年度は全学年で目標値以上になった。 

 ・授業場面での導入の工夫、興味を引く科学的な話題の提示が効果的にはたらいた。 

（２） 課題 

 ・観点別正答率、領域別正答率では全て目標値を上回ったが、問題の内容別正答率では目標値を下回る

内容があったので、苦手な分野の復習が必要である。 

 ・来年度に向けて、苦手な分野の抽出を行い、指導法の工夫を検討する必要がある。 

 

２ 大田区学習効果測定の結果分析 

（１） 達成率（経年比較） 

 令和３年度結果 令和２年度結果 令和元年度結果 

第１学年 

目標値に対して3つの観点別正答

率、領域別正答率、問題の内容別正

答率で全ての項目で△であった。

「水溶液の性質」は全国平均正答率

より0.1ポイント▽であった。 

  

第２学年 

目標値に対して4つの観点別正答率

で全ての項目で△であった。領域別

正答率は全ての項目で△であった。

問題の内容別正答率は「植物の分

類」、「水溶液の性質」、「物質の状態

変化」、「光の性質」が▽、他の8項

目は△であった。 

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。 

（第１学年時） 

 

第３学年 

目標値に対して４つの観点別正答

率で数値は上回っていたがすべて≓

であった。問題の内容別では、｢物

質の成り立ち｣、｢化学変化と物質の

質量｣、｢生物と細胞｣、｢電流と磁

界｣、｢日本の気象｣の４項目が▽、

他の８項目が△であった。 

 

 

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。

（第２学年時） 

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） 

 

 

（２） 分析（観点別） 

 ① 第１学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

目標値を上回ることができたが、

他の観点に比べると目標値との

差が少ない。 

目標値を上回ることができた。 目標値を大きく上回ることがで

きた。 

  

 

 

 

 



② 第２学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

目標値を大きく上回ることがで

きた。 

 

目標値を上回ることができたが、

他の観点に比べると目標値との

差が少ない。 

目標値を上回ることができた。 

 

③ 第３学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

目標値を上回ることができた。 目標値を上回ることができた。 目標値を上回ることができた。 

 

３ 授業改善のポイント（観点別） 

（１）第１学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

科学に関する概念や語句につい

ての定着度に差が見られる。定期

的に確認テストを実施し、全体的

な知識技能の定着を進める。 

 

 

単元ごとに科学的思考に関する

問題提起を多く行うとともに、話

し合い活動の時間も組み込む必

要がある。 

観察実験での仮説、考察を考える

時間を充実させる。 

単元ごとに身の回りの事物・現象

についての調べ学習を実施した

ことが、生徒の自ら問題を発見

し、解決しようとする主体性の向

上につながった。引き続き各分野

での調べ学習を実施していく。 

 

（２）第２学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

週 1回の小テストの効果が出て、

知識技能の定着が進んでいる。今

年度も継続して知識技能の定着

を進める。 

観察実験での考察を考える時間

を多く設ける必要がある。観察実

験以外の場面でも思考力・判断

力・表現力を高める指導を行う。 

改善が見られたので、今年度も引

き続き科学的な話題を提供して

いく。 

 

（３）第３学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

定期的に小テストを実施し、知識

の定着を図る。目的意識を持って

実験に取り組ませ、実験器具の使

い方や実験方法を説明できるよ

う指導・支援する。 

実験のレポート作成を通して、思

考力・判断力・表現力を養ってい

きたい。個人で考察する時間、学

級等で発表する時間をつくって

いく。 

｢科学｣に関する身近な話題を授

業に取り入れていく。学習した知

識を今後の生活にどう生かして

いくかを考えさせる。 

 



令和３年度 英語科 授業改善推進プラン 

大田区立貝塚中学校 

１ 昨年度の授業改善推進プランの検証 

（１） 成果 

 ・授業の始めにプランを伝えることにより、見通しを持った学習ができるようになった。 

 ・Ｑ＆Ａ等の反復練習をすることにより、話す際の表現のバリエーションが多く身についた。 

 

（２） 課題 

 ・身についた表現を応用して使う機会（即興でのやりとり等）をもっと増やしていく。 

 ・授業内での英語のやりとりをする機会をもっと増やしていく。 

 

２ 大田区学習効果測定の結果分析 

（１） 達成率（経年比較） 

 令和３年度結果 令和２年度結果 令和元年度結果 

第１学年 

全ての項目において、平均正

答率が区や全国の平均を上

回っている。記述問題に関し

て正答率が低い箇所があっ

たため、意識して指導にあた

る。 

  

第２学年 

全ての項目において、平均正

答率が区や全国の平均を上

回っている。来年度は継続、

そして少しでも上回れるよ

うに指導に努めていく。 

 

 

 

（第１学年時） 

 

第３学年 

全ての項目において、平均正答

率が区や全国の平均を上回って

いた。ただ、語彙・語形に関す

る問題で正答率が低い箇所もあ

ったので、語彙や文法事項につ

いては意識しながら指導にあた

る。 

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学年時） 

 

 

 

 

 

（第１学年時） 

 

（２） 分析（観点別） 

 ① 第１学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

単語やアルファベットに関する問

題では全問で平均を大きく上回っ

ている。場所を表す表現について

の情報を聞き取りその内容を理解

する問題で目標値を下回った。 

会話全体や日常会話を聞き理解す

るリスニング問題では、全問で全

国平均を上回った。しかし、空欄

に正しい語句を補充し英文を完成

させる短答問題が苦手である。 

英作文の問題の正答率が低くな

っている。自分の名前以外の事

柄について自己紹介の文を書く

問題での正答率が特に低く、知

識を活用することを苦手とする

生徒が多いと考えられる。 

  

 

 

 

 

 



② 第２学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

知識・技能は他の観点と比べ、若

干点数が低くなっている。特に所

有代名詞の形の理解が昨年度より

大幅に低くなっている。 

 

英語で文章を書くことが苦手であ

るという結果が出ている。また、

リスニングにおいて、正しい内容

を聞いて、応対する文を選ぶ項目

も苦手である。 

主体的に学習に取り組む観点で

は、平均を大幅に上回っており、

昨年度と比較しても高い数値と

なっていて、意欲的に学習に励

む生徒が多いと考えられる。 

③ 第３学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

語彙や語形変化の問題で若干点数

が伸び悩んでいる。しかし、並べ

変え問題では、全問で目標値を大

きく上回っている。 

 

英文を書くことについては、授業

内で多く取り扱ったためか、正答

率が高くなっている。 

主体的に学習に取り組んでいる

生徒が多い実感があったが、そ

れは数値としても現れていて、

前年度と比較しても大きく上回

っている。 

 

３ 授業改善のポイント（観点別） 

（１）第１学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

帯活動として単語や熟語を用いた

ビンゴや、Q&A シートを使用した

定型文の反復練習を取り入れ、基

礎的な学力を定着させる工夫に努

める。振り返りシートを活用して

本時の授業のねらいが達成できた

かを確認する時間を確保する。 

整序問題やまとまった文章を英語

で書く活動を多く取り入れる。ま

た、ALT との連携を図りながら、

自分の考えや感想を伝え合うな

ど、即興で英語のやり取りをする

能力の向上に努める。 

間違いを恐れずに関心のある事

柄について、簡単な文や語句を

用いて書くことができるよう、

ライティングの機会を増やす。

苦手意識を持っている生徒に関

しては机間指導を通してサポー

トをする。 

 

（２）第２学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

文法項目などの振り返りの時間を

多く確保したり、定期的に反復練

習をしたりすることで、既習事項

の定着を図る工夫に努めていく。 

 

自分の考えを書いたり、聞いたこ

とに対しての答えを考えたり、自

分で考え判断して表現する機会を

多く設定する。また ALTとの連携

も図り、技術の向上に努める。 

引き続き生徒が興味をもてる題

材を用意し、英語に対しての関

心・意欲を高め、主体的に学習

する力を保てるように努力をす

る。 

 

（３）第３学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

語彙力強化のために単語の小テス

トを頻繁に行ったり、文法事項の

ふり返りの時間を確保したりし

て、基礎的な学力の向上に努めて

いく。 

引き続き、ある程度のまとまった

文章を英語で書いたり、また話し

たりする活動を多く行う。また、

ＡＬＴとの連携を図り、使える英

語の習得に努める。 

生徒が興味・関心を持てるよう

に教材や教具に工夫をする。ま

た、スモールステップを意識し

て、生徒一人一人が達成感を味

わうことができるようにしてい

く。 

 



令和３年度 音楽科 授業改善推進プラン 

大田区立貝塚中学校 

１ 昨年度の授業改善推進プランの検証 

（１） 成果 

 ・３学期に行った合唱コンクール自由曲を各クラス生き生きと表現することができた。 

 ・全員で合わせて歌う楽しさ・感動を味わいながら演奏できた。 

 ・楽曲分析の時間を確保し、音楽的特徴について理解を深めることができた。 

（２） 課題 

 ・表現活動の時間を最小限に留めながら、技能を高め、豊かな表現ができるようになること。 

・鑑賞分野において音楽の諸要素を分析する力を向上させたい。 

 

２ 観点別分析 

 ① 第１学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・速度や強弱など、楽譜に記載さ

れている基本的な音楽用語を理

解できた。音符の名前や長さ、音

の高さなど、読譜力には個人差が

見られる。 

・歌唱の技能には、課題があり、

発声が弱弱しくなってしまうこ

とがある。 

・鑑賞分野では、知覚・感受を関

連させて楽曲を捉えるよう学習

をしている。音楽的特徴と感覚的

に感じ取ったこととの関連を分

析しながら鑑賞できると良い。 

・表現分野において、楽曲の構成

やフレーズの特徴を捉える学習

を行った。個人で分析すること

は、少し難しい状況である。 

・鑑賞や楽曲分析の学習では、板

書を写す活動をきちんと行って

いる。 

・歌唱の場面では、積極性のある

生徒の割合がいささか少ない状

態である。皆の前で演奏すること

に気恥ずかしさがあり、遠慮がち

になってしまうことが課題であ

る。 

 

 ② 第２学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・楽曲の分析では、曲想をテクス

チュアやリズムなどの音楽的要

素の変化から捉えることができ

た。 

・歌唱の技能は、正しい音程で歌

うことはほとんどの生徒はでき

ている。響きのある声で歌うため

の発声には課題がある。 

・鑑賞分野において知覚・感受を

関連させて楽曲を捉えることの

できる生徒が増えてきた。 

・表現分野において楽曲分析での

知識をもとに自分なりに曲想を

捉え、どのように表現すると良い

か、考えることができた。自分な

りの表現をするために、技能との

関連を考えていけるとさらに良

い。 

・鑑賞分野では、板書以外にも必

要な情報を自ら書き留めるなど、

主体的に学習に取り組もうとし

ていた。 

・歌唱の場面では、音楽の良さを

感じながら楽しんで取り組んで

いる。パート練習では、リーダー

を中心により充実した練習を行

えるようになると良い。 

 

 ③ 第３学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・音楽史のまとめの授業では、作

曲家の活躍した時代や社会的背

景を知りながら、鑑賞することが

できた。 

・歌唱の技能は、その時々で状態

の良いときとそうではないとき

との差がある。特に女子の発声に

課題がある。 

・鑑賞分野において、知覚・感受

を関連させて楽曲を捉えること

のできる生徒がさらに増えてき

た。 

・表現分野において、楽曲分析を

すると、内容をよく理解する。自

らの知識をもとに分析を進めて

いけるとさらに良い。 

・鑑賞分野では、板書以外にも必

要な情報を自ら書き留めるなど、

主体的に学習に取り組む生徒が

多い。 

・歌唱の場面では、楽曲によって

響きが良かったり、遠慮がちだっ

たりと、ばらつきがみられた。 

 



３ 授業改善のポイント（観点別） 

（１）第１学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・音楽用語は、楽曲の分析や歌唱

を通して繰り返し学習していく

ことで、多くの生徒が基本的知識

を定着できるようにする。 

・歌唱の技能については、２学期

以降にパート練習を多く取り入

れ、小集団の活動で自信をもた

せ、響きのある発声ができること

を目標とする。 

・音楽的特徴を捉えるために音

程、リズム、テクスチュア等の音

楽的要素を知識として学習し、そ

こから思考を広げていけるよう

に支援する。 

・表現分野において、フレーズの

特徴など感受したことの音楽的

理由を探る活動を多く取り入れ、

表現の工夫について考えていけ

るようにする。 

・鑑賞や楽曲分析の学習では、板

書以外にも必要な情報を書き留

めるよう促す。 

・歌唱の場面では、小集団で活動

する場面を増やし、明るく楽しい

雰囲気で進める。皆で演奏するこ

との楽しさを生徒自身が感じ取

れるようにする。 

 

（２）第２学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・楽曲分析では、音楽の諸要素か

ら曲想を捉える学習を積み重ね、

より主体的に発想できるように

する。 

・歌唱の授業では、腹式呼吸や頭

声発声を常に意識して発声する

よう促す。良い響きで歌う生徒ほ

誉め、模倣させる。 

・今後も知覚・感受を関連させて

楽曲を捉える学習を繰り返し行

う。個々の生徒のワークシートの

内容をクラス全体で共有する。 

・表現の工夫について考えた内容

を技能と関連させて学習する機

会を増やす。 

・ワークシートに自由記述欄を設

け、生徒の主体的な取り組みを促

す。 

・歌唱の場面では、パートリーダ

ーの育成を図る。良い集団の中で

活動する楽しさや充実感を大切

にする授業づくりをする。 

 

（３）第３学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・音楽史のまとめの授業では、引

き続き各時代の社会的背景や音

楽的特徴に触れながら鑑賞させ

る。 

・歌唱の授業では、腹式呼吸や頭

声発声を常に意識して発声する

よう促す。良い響きで歌う生徒ほ

誉め、模倣させる。より生徒が主

体的に取り組めるよう支援する。 

・鑑賞分野において知覚・感受を

関連させて楽曲を捉えるととも

に、音楽理論として知識と関連さ

せて題材を提示する。 

・知識の応用し表現の工夫につい

て考えたことを小グループやク

ラス全体で共有し、内容を深めら

れるよう支援する。 

・鑑賞分野では、引き続き主体的

な取り組みができるよう促す。 

・歌唱の場面では、パートリーダ

ーが中心となって進められるよ

う支援する。生徒の主体的な取り

組みの中で互いに学び合える雰

囲気を大切にする。 

 



令和３年度 美術科 授業改善推進プラン 

大田区立貝塚中学校 

１ 昨年度の授業改善推進プランの検証 

（１） 成果 

 ・休校等で授業日数が減る中、例年と変わらず創意工夫のできる授業を目指して、内容や進め方を工夫

した。様々な材料や道具を駆使して意欲的に制作させることができた。 

 ・生徒の実態に合わせた課題を設定し、課題の「ねらい」を明確に提示することで、生徒が目標を確認

して計画をたてることができた。 

・都展や若木祭での作品発表が中止となったが、校内で定期的に展示を行うことができ、お互いの作品

をみる機会をつくることができた。 

 

（２） 課題 

 ・生徒が幅広くものを見たり考えたりできるように、ICTをうまく活用していく。 

 ・作品制作が自己満足だけで終わらないように自分の作品を客観視したり、他の作品の良さに気づいた

りしながら、向上心をもって制作していけるようなワークシートの工夫し、授業構成を考える。 

 

２ 授業改善のポイント（観点別） 

（１）第１学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・小学校までに習得した道具や鑑賞

の知識はある。さらに表現の幅を

広げるために、多くの材料や道具

に触れさせ、活用する能力を育て

る。 

 

・発想の思いは豊かにある。それを

表現し伝える力を高めていくた

め、短時間の演習課題等を取り入

れる。 

・興味をもって鑑賞する思いを感じ

るが、具体的に言葉として表現で

きるようにする。 

・意欲や関心は高い。参考作品を提

示しながら創作の意欲を高める。

その為に ICT を活用した相互の

作品鑑賞を取り入れ、意欲と向上

心を高める。 

 

（２）第２学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・1年生で習得したものを深め、さ

らに多くの素材や道具に触れさ

せ、活用する能力を育てる。 

・実技演習を取り入れる。またパワ

ーポイントを作成する等の ICT

の活用を行い、わかりやすく伝え

る工夫を行う。 

・形・色彩・構成などの特徴に意識

を向けさせ、アイデアスケッチや

言葉などで整理する活動を取り

入れる。 

・様々な表現方法から生徒自身が選

択し、試行錯誤ができる授業を行

う。 

・意欲や関心は高く、習得した技術

を工夫しようとする姿勢がある。

自分の思いを最後まで持続させ、

創意工夫していくことが課題。 

・提出物や振り返りも丁寧に行える

ようにすることを習慣化させ、次

の活動に反映させていく。 

 

（３）第３学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・実技演習を取り入れる。またパワ

ーポイントを作成する等の ICT

の活用を行い、わかりやすく伝え

る工夫を行う。 

・見通しをもって表現活動している

かの確認や制作進度を把握する

ことで、時間を意識し計画性を持

たせる。 

・自分の取り巻く環境や自分の考え

を振り返りながら、自分の思いを

形にできるようにワークシート

を工夫する。 

・各課題の中で参考作品や仲間の作

品に触れさせ、様々な表現方法や

作家の思いを深めていけるよう

にする。 

・意欲や関心は高く、向上心がある。

自己の作品を客観視し、自分の思

いを表現することに喜びや楽し

みを見いだせるようにする。その

為に ICT を活用した相互の作品

鑑賞を取り入れ、意欲と向上心を

高める。 

 



令和３年度 技術・家庭科 授業改善推進プラン 

大田区立貝塚中学校 

１ 昨年度の授業改善推進プランの検証 

（１） 成果 

 ・書画カメラを活用して可視化をする事で理解を促進させることができた。タブレットを用いて、課題 

  提出を工夫したり、調べ学習で、深い学びを行うことができた。 

 ・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もつようにできた。 

（２） 課題 

 ・競技会（ものづくりフォーラム）への参加ができなかった。 

 ・積極的に授業に取り組む環境を整えることができたが、問題解決能力を高めるための仕組み作りが課 

  題である。 

 

２ 授業改善のポイント（観点別） 

（１）第１学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

（技）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。 

 

（家）書画カメラ・視聴覚教

材・Web 見本等わかりやすい

授業をさらに工夫する 

（技）製作の単元のなかで、

実験を挟み、実習内容を深く

思考する機会をつくる。 

 

（家）作品製作の手順の考察

や、住まいの安全等の内容で

思考判断につながる教材や

発問を工夫する 

（技）授業時間内に、説明・

実習・片付けを行い、実習の

時間規律を確立する。 

 

（家）作品製作では時間内で

より良いものを効率よく製

作させる。 

 

（２）第２学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

（技）電気の学習で、日常的

な安全な利用に合わせて延

長コードの製作をして、知識

の定着をはかる。 

（家）書画カメラ・見本・視

聴覚教材・Web 教材等を活用

しわかりやすい授業をさら

に工夫する。調理実習ができ

ない場合の代替を工夫する。 

（技）ラジオ製作の後で、増

幅回路について学習し、実際

の作業にあった内容の学習

をすることで、深く思考をす

る機会をつくる。 

 

（家）献立作成などを通して

学習した知識を活用し深く

思考をする機会をつくる。 

（技）授業時間内に、説明・

実習・片付けを行い、実習の

時間規律を確立する。 

 

（家）クロムブック使用や体

験的教材を取り入れるなど

の工夫をし、生活に活かせる

学習になるように工夫する。 

 

（３）第３学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

（技）キーホルダの製作に合

わせて金属の性質の学習を

行い、知識の定着をはかる。 

（家）幼児との関わりについ

て、教材開発や視聴覚教材・

書画カメラ・見本等でわかり

やすい授業や、技能習得の工

夫をする。 

（技）書画カメラで作業の見

本を例示して、生徒の作業の

思考・判断の支援とする。 

（家）おもちゃ製作や幼児の

遊び体験などを通して習得

した知識と照らし合わせて

深く思考をする機会をつく

る。 

（技）振り返りシートを、生

徒が自分の授業への取り組

みを確認する。 

 

（家）作品製作やノートの活

用などを通して指導し、体験

的教材を取り入れるなどの

工夫をする。 

 



令和３年度 保健体育科 授業改善推進プラン 

大田区立貝塚中学校 

１ 昨年度の授業改善推進プランの検証 

（１） 成果 

 ・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、知識を深めていくことができた。また、新型

コロナウイルス感染症予防の観点から密を避け、体を動かすことや手洗い・うがいを徹底して行うこ

とを意識させることで健康・安全に対しての意識は高めていくことができた。 

 

（２） 課題 

 ・新型コロナウイルス感染症予防の観点から、運動する機会が減少した中で実施した東京都体力テスト

に関して、１学年は男女ともに持久力、２学年は男子：５０ｍ走、女子：握力、長座体前屈、ハンド

ボール投げ、３学年は男子：２０ｍシャトルラン、女子：握力、長座体前屈に課題が見られた。今後

は基礎的・基本的な体力・運動能力を身につける指導（縄跳び、長距離走、タオル絞り、ボールを投

げる場面を増やすなど）をした上で、自分の動きをクロームブックの活用し、客観的に確認すること

でイメージを高め改善しやすくする。また、仲間と意見交換する場面を多く設定し、考え、実行、振

り返りを行い成長に繋げる必要がある。 

 

 

２ 観点別分析 

 ① 第１学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・各内容とも必要な知識を習得

し、技能の高まりを目指すことが

できる。男子の短距離走のレベル

アップが課題である。 

・自己の課題を発見し、その解決

に向けて工夫し、積極的に表現活

動を行っている。 

・ルールやマナーを守ろうとする

生徒が多い。良いプレーや発表を

見て学び合おうとする生徒が多

い。 

 

 ② 第２学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・授業で話した内容を理解してい

る部分は多いが、記憶しておくこ

とが課題である。 

・体力・運動能力は総括すると各

種目で全国平均より低い。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。 

・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。また、自

分の考えを伝えることにも課題

を感じる。 

・個に応じて、道筋を考えた課題

解決の方策を考えていくことや

個別指導、教え合いの機会を増や

していく。 

・保健の場面では、ポイントをま

とめ記述ができる、発言を積極的

に行えるなど生徒の２極化が顕

著に表れている。 

・体育の場面では、苦手な生徒に

おいてはポイントを明確に示す

ことで「わかった・できた」と感

じさせ、積極的に運動に親しむ環

境づくりを行う必要がある。 

 

③ 第３学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・基本的な運動能力の向上。 

・説明されたポイントを抑え自身

の体をコントロールし、より高い

記録を目指していきたい。 

・競技特性に適した運動や高まる

機能など理解し、能力向上に繋げ

て行きたい。 

・アドバイスがアバウト。 

・相手に伝わる具体的な言葉を使

って端的にまとめることに課題。 

・多くが意欲的に取り組んでいる

が、自ら周りを引っ張っていくよ

うな主体性は乏しい。 



３ 授業改善のポイント（観点別） 

（１）第１学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・それぞれの課題を把握できるよ

うな支援を行い、個人の能力を伸

ばしていくことができるように

する。 

・ICTや学習カード等を活用し、

課題解決の方策を工夫できるよ

うに多くの支援を与える。 

・学び合いを積極的に導入し、生

徒が主体となって学習活動に取

り組むことができる環境をつく

る。 

 

（２）第２学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・知識を身に付けるためには、私

生活と関連付けて理解しやすく

指導を行っていく必要がある。 

・技能に関しては、指導の際技の

ポイントを明確にしていく。ま

た、客観的に自分の演技を見るこ

とできるようタブレットを使用

して理解を深めていく必要があ

る。 

・論述やレポートの作成、発表を

通じて、自分の考えを伝える。 

・グループでの話し合いを通じて

他者理解に努め、まとめ、表現し

ていく。 

・考え方がわからない場合は個別

に指導を行い、サポートを行う。 

・現在の自分の力を生かしなが

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。 

 

（３）第３学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・導入の補強運動では、単元ごと

に運動特性に合った動きを取り

入れていく。 

・やみくもに運動するのではな

く、一つ一つ意識する点などを示

す。 

・ルールや動きのポイントについ

ては学習カードにもまとめる。 

・毎授業学習カードで、自身の振

り返りを端的に記入する。 

・教師からの説明もアバウトにせ

ず、具体的な体の部位や角度など

を示して話す。 

・種目ごとに、運動の様子から得

意な生徒の名前を全体で示し、本

人にも意識を持たせる。 

 


