
平成 30年度 狛江市立狛江第四中学校 授業改善推進プラン 

                                                     校長 猪瀬 政幸   

１ ＜狛江市学習状況調査（ＮＲＴ）から 平成 30年４月実施＞ 
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〔１年〕【国 語】 
有意差検定↑（学級が全国の平均よりも高い印がついているもの） 

領域 小問内容 領域 小問内容 

５ インターネットの利用 １０ 照応・こそ 

６ 文章の構成理解 １４ 漢字書き・経て 

８ 図書の選択   

有意差検定↓（学級が全国の平均よりも低い印がついているもの） 

領域 小問内容 領域 小問内容 

３ 討論会・共通語 １４ 漢字送り仮名・快い 

９ 表現・それはそれは １５ 熟語の構成 

１３ 漢字書き・測量   
 
有意差が低い結果に対する考察（主たるもの） 授業改善策 

言語・漢字・送り仮名などの項目が低かっ

た。学習した言葉が身についていない。 

常に辞書をそばに置き、意味や使われ方を

確認しながら、身に付けさせる。 

 

〔１年〕【数 学】 
有意差検定↑（学級が全国の平均よりも高い印がついているもの） 

領域 小問内容 領域 小問内容 

１ 小数の乗法・除法 １１ 正六角形・角度 辺の長さ 

３ 小数・百分の１の数 １３ 展開図の辺の長さ 

５ 分数・小数の大小比較 １６ ２量の関係を表す式 

有意差検定↓（学級が全国の平均よりも低い印がついているもの） 

領域 小問内容 領域 小問内容 

６ 分数の乗法除法の性質   

１５ 三角形の求積の応用   

    
 
有意差が低い結果に対する考察（主たるもの） 授業改善策 

数の性質や図形の応用については苦手

意識をもつ生徒が多い。 

求め方や性質を言葉や式を使って説明

する場面増やす。 

 

〔２年〕【国 語】 
有意差検定↑（学級が全国の平均よりも高い印がついているもの） 

領域 小問内容 領域 小問内容 

１ 材料の選択 ６ レポート・引用の注意 

４ 文章を批評する ７ 叙述に即した読み取り 

５ 鑑賞文・まとめ １０ 漢字の読み 

有意差検定↓（学級が全国の平均よりも低い印がついているもの） 

領域 小問内容 領域 小問内容 

７ 行動と理由の読み取り   

１１ 漢字の書き・冬至   

１２ 文節の理解   
 
有意差が低い結果に対する考察（主たるもの） 授業改善策 

７については無解答が多く、設問の意

味が理解できなかったか。漢字書き取

りは苦手。文法は時間が空いたため。 

新聞など少し硬い文章に触れる機会

を増やす。辞書を身近に置き、漢字や

意味を確認させる。 

 
〔２年〕【数 学】 
有意差検定↑（学級が全国の平均よりも高い印がついているもの） 

領域 小問内容 領域 小問内容 

14ウ 投影図と見取図 28(1) 有効数字 

19(1) ｙがｘの関数 28(2) 真の値の範囲 

23 反比例のグラフ 29(3) 資料の中央値・偶数個 

有意差検定↓（学級が全国の平均よりも低い印がついているもの） 

領域 小問内容 領域 小問内容 

７ 方程式を作ること ２５ 比例・表に入る数 

１４ 投影図と見取図 ２６ 比例の利用 

１８ 等距離の作図   
 
有意差が低い結果に対する考察（主たるもの） 授業改善策 

作図の方法は知っているがどの場面で利用する

のか判断できない。自分の求めた値が何を意味し

ているのか判断できない。 

得た知識を活用する場面を増やしたり、式

の意味する内容を意識させたりする。 
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〔２年〕【英 語】 
有意差検定↑（学級が全国の平均よりも高い印がついているもの） 

領域 小問内容 領域 小問内容 

７ 長文の大切な部分を読み取る ３ まとまりある英語を聞き取る 

８ 英文を正しく読み取る ５ 考えや気持ちを正しく伝える 

６ テーマに沿ってスピーチする １１ 適切な表現を用いて書く 

有意差検定↓（学級が全国の平均よりも低い印がついているもの） 

領域 小問内容 領域 小問内容 

４ 強勢や区切りに注意して話す   

    

    
 
有意差が低い結果に対する考察（主たるもの） 授業改善策 

音読する際に強く発音する場面や

区切りなどに注意していない。 

音読の際に今まで以上にアクセン

トや区切りに注意して読ませる。 

 

〔３年〕【国 語】 
有意差検定↑（学級が全国の平均よりも高い印がついているもの） 

領域 小問内容 領域 小問内容 

２ 聴き取り・質問や意見 ７ 心情の読み取り 

５ 効果的な表現 １１ 漢字の書き・冒険 

６ 叙述に即した読み取り １０ 助動詞の理解 

有意差検定↓（学級が全国の平均よりも低い印がついているもの） 

領域 小問内容 領域 小問内容 

６ 要点をまとめる   

１１ 漢字の書き・防ぐ   

９ 文の成分・修飾部   
 
有意差が低い結果に対する考察（主たるもの） 授業改善策 

要約する活動が少なかった。文法は

日々の授業の中で言葉のはたらきを確

認すると良かったのではないか。 

要約の活動を増やす。また、日々の授業

の中で文法の確認をし、その中で漢字

についても書く指導をする。 

 
〔３年〕【数 学】 
有意差検定↑（学級が全国の平均よりも高い印がついているもの） 

領域 小問内容 領域 小問内容 

３ 文字式・式の変形 ４ 文字式・円柱の表面積 

６ ２元１次方程式の解 １３ 三角形の合同の利用 

２０ １次関数のグラフと式 ２８ 確率の意味 

有意差検定↓（学級が全国の平均よりも低い印がついているもの） 

領域 小問内容 領域 小問内容 

２４ １次関数の利用   

２６ 玉を取り出す確率   

    
 
有意差が低い結果に対する考察（主たるもの） 授業改善策 

問題に取り組む回数が少なく、苦手意識を

持った生徒が多かったのではないか。 

身近なことがらについて１次関数を利用し

て考えたり、確率を求めたりする時間を作

り、問題に触れる回数を増やす。 

 

 
〔３年〕【英 語】 
有意差検定↑（学級が全国の平均よりも高い印がついているもの） 

領域 小問内容 領域 小問内容 

１０ 適語補充・助動詞 ８ 文章理解・現在のこと 

１１ 適語整序・不定詞 ２ 放送質問・教室内人数 

６ スピーチ・例示 ３ 放送長文・英語練習 

有意差検定↓（学級が全国の平均よりも低い印がついているもの） 

領域 小問内容 領域 小問内容 

４ 強調して話す・様子 １ 放送英文・机の数 

５ 店での会話・交換希望 ２ 放送質問・林檎食べる 

５ 電話での会話・許可   
 
有意差が低い結果に対する考察（主たるもの） 授業改善策 

英語を聞いたり、話したりする活動が

他の活動に比べて低い傾向にある。 

聞き取りや会話文の発表テストを行うこと

で、授業の集中力を高め、力をつけさせる。 

 

１年生 

２年生 ３年生 

別紙１ 



 
 
 
 
 
２ 「各教科の課題」と「具体的な授業改善策」 
 １ 年 ２ 年 ３ 年 

英語 

【課題】 

・発表表現能力向上 

・英作文能力向上 

【改善策】 
・ペアワークや自己紹介などの発表を、小テストの
形で行い評価する。 

・条件英作文の練習を授業中に多く実施する。 

  

理科 

【課題】 

・基礎技能、基礎学力の定着 

・科学的思考、表現力の向上 

【改善策】 

・操作的技能・知的技能をもとに結果を的確に記録し、 

考察させる。 

・ＩＣＴを活用し、グループでの話し合い・発表の場 

を取り入れる。 

【課題】 

・科学的思考、表現力の向上 

・基礎学力の定着 

【改善策】 

・実験レポート作成、班での話し合い活動を通し

て考察力、科学的思考、表現力を育てる。 

・噛み砕いた指導と、単元ごとの問題演習。 

【課題】 

・科学的思考、表現力の向上 

・基礎学力の定着 

【改善策】 

・実験レポートを書かせ、ていねいに指導を行うこ 

 とで考察力、科学的思考、表現力を育てる。 

・問題演習を行い、躓きのある生徒への机間指導。 

社会 

【課題】 

・基礎的な知識の定着 

・資料を活用する力の向上 

【改善策】 

・定期的な小テストの実施。 

・授業内で ICT を活用して多くの資料を活用し、 

 資料から分かったことを説明する機会を設ける。 

【課題】 

・統計資料や地図を活用する力の向上 

・事象間の関連性を説明する力の向上 

【改善策】 

・ICT を用いて統計資料を読み取り、グラフや主

題図を作成する活動を設ける。 

・班活動を取り入れ、生徒同士で説明する場を設

ける。 

【課題】 

・全分野にわたる基礎的な知識の定着 

・主権者として社会に参画していくことを想定し、 

 自らの意見を確立させる 

【改善策】 

・問題演習を通して、基礎的な内容の反復。 

・出来事の原因を考えさせ、理解を深めさせる。 

・班活動や発表を行い、主体的に考えさせる。 

音楽 

【課題】 

・積極的に表現活動に取り組む態度の育成 

・基礎知識と技能の習得 

【改善策】 

・グループ活動を中心とする小集団での活動 

・表現活動の基礎となる知識・技能の反復 

 

【課題】 

・積極的に表現活動に取り組む態度の育成 

・基礎知識と技能の習得 

【改善策】 

・グループ活動を中心とする小集団での活動 

・表現活動の基礎となる知識・技能の反復 

【課題】 

・音楽の感受や、創意工夫して表現する力の育成 

・表現力の向上 

【改善策】 

・歌詞や音楽からイメージを膨らませ、表現につい

て考えさせる 

・表現活動を発展させるための技能の習得 

美術 

【課題】 

・基礎的な観察力・表現力の育成 

・発想力・構想力の育成 

【改善策】 

・基礎・基本の力が定着する教材・ワークシートの工夫 

・ICT を活用し、目標・手順を確認させ見通しを持たせる。 

・グループでの対話活動で観察力・発想構想力を高める。 

・個別指導を細かく行い、できたことへの評価をし、次の作業

への目標を持たせる。 

【課題】 

・基礎的な観察力・表現力の向上 

・見通しを持ち計画的に制作し自己の課題解決能力の向

上 

【改善策】 

・グループでの対話を重視し、ワークシートを活用してよ

り多くの発想・構想をさせ、手順を明確にさせる。 

・ICT の活用して鑑賞し、目標・作業手順を確認させ、完

成のイメージを明確にさせる。 

【課題】 

・自分の主題を明確にした発想・構想力、表現力の創意工夫

と探求 

・鑑賞の感性の向上と深化 

【改善策】 

・グループでの鑑賞での対話を重視し、主題への意識を高め

させ、意図を持って独創的な発想や表現に取り組ませる。 

・ICT を活用し、多くの鑑賞を行い、鑑賞する感性を深める。 

 

保健 

体育 

○仲間作りやコミュニケーションスキルの向上。 

○基礎体力の向上と技能の習得 

○自らの健康課題に気付き具体的な手だてを考える力の向上 

○武道やダンス学習に対する意欲を高める 

【改善策】 

○男女共修の授業を基本とし、ペアやグループ活動を中心と 

した授業の展開 

・タブレット端末を活用し、客観的に自己の課題に気付かせ、 

課題解決のための手だてを個人またはチームで考えさせる 

・行事と連携したダンスの授業を展開し、自ら創作し表現す 

る機会を作る 

○コミュニケーションスキルの向上 

○種目の特性を理解し、１年生の時に習得した技術を活 

用し、自己の課題解決能力の向上 

○自己の健康課題の解決に向けて日常生活に照らしあわ 

せて考え、活かすことができる力の向上 

○武道やダンス学習に対して仲間と協力し技能を発表す 

る 

【改善策】 

○オリエンテーションや学習ノート、資料、教材を工夫 

し、話し合いの基本となる知識の定着を図る 

○互いの技能を見合いながら、アドバイスをし、技能の 

向上を図る 

・ホワイトボードを使い、作戦や戦術に対してチーム内 

で出された意見に関して議論し合うなど課題解決が図れ 

るようにする。 

・保健学習において、実習や実験を多く取り入れ、健康 

問題をより身近に感じさせる。 

○集団やチームの課題設定と課題解決能力の向上 

○自己の適性にあった種目を選択する力やその種目におけ

る自己課題解決能力の向上と更なる探求  

○健康課題の改善に向けた適切な判断や行動選択できる力 

の向上 

○武道やダンス学習に対して仲間と協力し技能を探求する 

【改善策】 

・タブレット端末を活用し視覚的に動きをとらえる事がで

き 

るようにする。 

・練習計画を自ら立て、互いに教え合い学び合える場面を

設 

定し、相互評価や自己評価を取り入れ、仲間の良い面を認

め、 

自己有用感を味わわせる。 

・養護教諭や外部講師との連携した保健学習を行う。 

＜本校として重視する力・重点課題 等＞ 

●アクティブラーニングを導入し、興味関心を高める。                         

●家庭学習を充実させ実力の定着を図る。 

 

別紙２ 



技術 

【課題】 

・アクティブラーニング時の話し合いにあまり参加し

ない生徒がいる。 

・課題を解決する前にあきらめてしまう生徒がいる。 

【改善策】 

・グループの人数を 4 人以下にする。 

・課題解決の糸口となるような、基礎的事項を丁寧に

説明する。適切なヒントを与える。 

【課題】 

・大半の生徒が意欲的に取り組むが、数名意欲を

感じられない生徒がいる。 

【改善策】 

・課題解決型の授業により、意欲を引き出す。 

・課題の説明をより丁寧におこなう。 

【課題】 

・授業中は理解しているがテストでは正解が出せな

い生徒がいる。 

【改善策】 

・家庭学習（復習、繰り返しの演習）の重要さを伝

えていく。 

・小テスト、宿題の実施。 

家庭 

【課題】 

・基礎的な知識と技能の定着 

【改善策】 

・主体的に作業に取り組めるよう、授業にとどまらず、

家庭でのお手伝いなどの課題も出し作業の機会を増

やしていく。 

【課題】 

・基礎的な知識や技能を生活に活かそうとる意識

の欠如。 

【改善策】 

・話し合い活動を通し、意見交換をする中で、興

味関心を強めるとともに、技能を活用しようとす

る意識を高める。 

【課題】 

・基礎的な知識や技能を生活に活かそうとる意識の

欠如。 

【改善策】 

・話し合い活動を通し、意見交換をする中で、興味

関心を強めるとともに、技能を活用しようとする意

識を高める。 

 


