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本校の学習意欲を向上させるための視点 

指導内容・指導方法の工夫 教育課程編成上の工夫 校内における研究や研修の工夫 評 価 の 工 夫 家庭や地域社会との連携の工夫 

○学習意欲を向上

させるための指

導法の工夫・改善

を図る。 

○授業改善推進プ 

ランを作成し実

行する。 

○授業時数を確保

する。 

○小中一貫教育を

推進する。 

○放課後や長期休

業中の補習、補充

教室を実施する。 

○小中合同の指導

研修会を実施す

る。 

○評価・評定に関す

る研修を推進す

る。 

○各教科の年間指

導計画と評価計

画を作成する。 

○長期休業前の評

価を通知する。 

○外部評価の充実 

 を図る。 

○学年に応じた取

り組みを実施し、

家庭学習の充実

を図る。 

○あじみこし運動 

 を徹底する。 

本校では基礎的・基本的な知識や技

能を身に付けさせ、その知識・技能を

活用して、生徒自らが考え、判断し、

表現する力をはぐくむ指導に力を入れ

る。学習意欲の向上を図り、「わかる喜

び」「できた喜び」を実感できる学習活

動を一層推進する。また、生徒が学習

の見通しを立てたり振り返ったりする

活動を積極的に取り入れる。さらに、

「わかるまで教える」指導の充実を図

るため、補充教室を行う。 

学力の８つの要素  

学ぶ意欲/学び方/思考力/判断力/表現力  

課題発見能力/問題解決力/知識・技能 

 

 

 

＜授業改善への取り組み＞ 

① 補充的な学習や発展的な学習による
学習意欲の向上を図る。 

② 授業改善推進プラン等に基づく授業
研究、授業改善を推進する。 

③ 補充学習などの学習の機会を充実さ
せる。 

④ 数学・理科、技術・家庭等で少人数
指導による個に応じた指導の充実を

図る。 

・日本国憲法 
・教育基本法 
・東京都、練馬区教育委員会

目標および指導の重点 

学校教育目標 

○ 進んで学習する生徒 
○ 進んで協力する生徒 
○ 進んで心とからだを鍛える生徒 

・学校、地域の実態 
・地域、保護者の期待や

願い 
・期待される生徒像 

各教科の指導の重点 

○生徒一人一人が主体的に学

ぶ態度を身に付けるため

に、学習における基礎・基

本の徹底を図る。指導方法

や評価方法の工夫・改善に

努め、学力の向上を図る。 

○補充的な学習や発展的な学

習等の機会を設けて、多様

な学習の機会を設定する。 

総合的な学習の時間の重点 

○「地域調べ」「生き方を考 
える」「先人の生き方に学

ぶ」というテーマの基に、

自ら課題を見付け、主体的

に解決できる能力や資質を

育てる。また、地域の人と

の触れあいや地域を理解す

る活動を通して、生徒が主

体的に学習に取り組む教材

の開発や関係諸機関との連

携を強化する。 

道徳教育の指導の重点 

○教師と生徒の望ましい

人間関係を築き、道徳

の時間の改善・充実を

図る。 

○生命を尊重し、思いや

りや感謝の心を育成す

る体験活動を生かした

道徳授業を実践する。 

○道徳授業地区公開講座

を開催し、地域の人と

ともに、道徳教育の在

り方を考える。 

特別活動の指導の重点 

○学校行事や生徒会活動

などを通して、豊かな

人間性や協調性、主体

的に学ぶ意欲や態度を

育成するとともに学校

や学級への所属感を高

める。 

進路指導の指導の重点 

○職業体験や上級学校訪問・

リトルティーチャーなどを

通して、生徒一人一人の個

性や能力に応じた生き方指

導を行い、生徒が自らの生

き方を考え、自己実現を図

ることができるようにす

る。 

生活指導の指導の重点 

○安全を確保するための

実践力や基本的な生活

習慣の徹底を図る。 
○スクールカウンセラ

ー・心のふれあい相談

員との連携を密にし、

生徒の心の問題に早期

に気付き、素早く対応

できる体制を整える。 

学習意欲が学力向上の基盤 
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教科名 国 語 科 学校番号（２３）学校名（上石神井中学校） 

○現状分析（学力調査等の結果をふまえた内容別・観点別の分析表） 

内容ごとの分析 観点別結果の分析 内容別・観点別のクロス集計による分析 

・漢字の読み書きや語句の

意味等、伝統的な言語文

化と国語の特質に関す

る基礎的な学力を身に

付けさせる必要がある。 
・「書くこと」の領域にお

いて、短作文に関して苦

手意識をもつ生徒が多

い。 

・「読むこと」においては、読み取

った内容を基に自分の考えを構

築し、他者との交流を通して自分

の考えを深めたことを再発信で

きる能力を高める必要がある。 
・書くことを不得意とする生徒は、

読書や新聞に親しむことを通じ

て、語彙量を増やすきっかけとし

ていくことが必要である。 

・漢字の読み書きは繰り返し練習を

重ね、自身で生活に生かしたり、

応用したりする力を身に付けさ

せることが必要である。 
 
・様々な文章を読み、読み方の基本

を繰り返し学習させ、読み取った

内容を交流しあい、考え方の幅を

広げさせる。 

○指導方法の課題分析と具体的な授業改善策 

 指導方法の課題分析 具体的な授業改善策 補充的・発展的な学習指導計画 

1年 

・授業中は発言も多く意欲

的に取り組むが、家庭学

習の習慣が身についてい

ないため、理解が定着し

ていない。 
・全体的に漢字の読み書き

を苦手とする生徒が多

い。 
・読書は好きな生徒が多い

が、良書に親しむ習慣を

身に付けさせたい。                

・予習として意味調べや下読み等を

課し、課題意識をもって授業に取

り組めるようにさせる。復習とし

てはワークを活用し、必ず提出さ

せる。必要に応じて個別支援を行

う。 
・漢字テストは事前にしっかりと準

備をさせてから行い、間違い直し

の徹底を図る。 
・年間指導計画に読書指導を盛り込

み、課題図書等をはじめとして、

読書指導を計画的に実施する。 

・漢字テスト等を実施し、必

要に応じて個別指導を行

う。 
・長期休業中や定期考査前に

学習教室を実施する。 
・暗唱テストを学期ごとに数

回実施し、言語感覚を磨か

せる。 
 

２年 

・授業に対しては意欲的に

取り組み、発言も多いが、

家庭学習の習慣が身に付

いていないため、既習事

項が定着しない。 
・他者の意見や考えを受け

止めたことをもとに、自

分の考えを深め、それを

再発信できる能力を身に

付けさせたい。 

・予習を毎時間課し、課題意識をも

って授業に取り組めるように方向

付ける。単元ごとに復習用のプリ

ント等を課し、学習事項の確認が

出来るようにする。 
・毎時間の学習目標を明確に示し、

既習事項を確認しながら学習でき

るよう、発問を工夫する。 
・特に「読むこと」の授業において

は、小グループ等での意見交流を

通して、自分の考えを深め、発信

できる学習場面を設定する。 

・週末の宿題、漢字テスト、

単元ごとの確認テスト等

を定期的に実施する。 
・定期考査前や長期休業中の

補充学習の機会を利用し

て、個に応じた学習支援を

行う。 
 

３年 

・学習の定着状況におけ 
る個人差が大きい。 

・漢字の読み書きにおい

て、特に「書き」に対し

て苦手意識をもつ生徒

が多い。小学校で学ぶ既

習漢字の間違いも見受

けられる。 
・他者の考えや意見に接す

ることで、自己の考えを

深め、それを再発信でき

る言語能力を身に付け

させる必要がある。 

・毎時間の学習目標と評価規準を明

確に示し、具体的な課題意識をも

って授業に臨ませる。 
・漢字テストを定期的に実施し、目

標値に達しなかった生徒に対して

は、補充学習や追試等を実施する。 
・小グループでの意見交流を出来る

だけ多く取り入れ、意見交流した

内容を学級全体で発表させる学習

場面を計画的に設定する。 
 

・週末の宿題、単元ごとの確

認テスト、漢字テスト等を

出来るだけ多く実施する。 
・長期休業中の補充学習、毎

朝の学習教室、定期考査前

の質問教室等を実施し、可

能な限り個別支援を行う。 
・入試対策として、集団討論、

作文講座を実施する。 
 

－ ２ － 



 

 

教科名 社 会 科 学校番号（２３）学校名（上石神井中学校） 

○現状分析（学力調査等の結果をふまえた内容別・観点別の分析表） 

内容ごとの分析 観点別結果の分析 内容別・観点別のクロス集計による分析 

 学力調査の結果を見ると、正答

率は問題により一定していない

が、全体的に歴史的分野より地理

的分野を苦手とする生徒が多い

という傾向が見られた。 
また重要語句が定着していな

いので応用問題ではさらに正答

率が低下している。        

 出題内容によっても異なるが、

観点別に調べると社会的な知識・

理解に関する問題では小学校から

繰り返し学習してきている問題で

の正答率は高いが、中学校で新た

に学習する問題や資料を読み取る

問題の正答率は低くなっている。 

 基本的な知識不足は徐々にで

はあるが、回復傾向にある。知

識の積み重ねが社会科の基本的

部分であるため、今後は知識の

定着を繰り返し行い活用する指

導を行う必要性がある。     

 

○指導方法の課題分析と具体的な授業改善策 

 指導方法の課題分析 具体的な授業改善策 補充的・発展的な学習指導計画 

１年 

・学習に主体的に取り組む姿 

勢や習慣を育成する必要が

ある。 

・地図帳の見るポイントや年表

で時代の流れをとらえる力

を培うのが課題である。 

・小中の連携を図り、基本的 

な知識の定着を図る必要が

ある。 

・資料(地図・年表)をていねい

に解説して理解を深めさせ

る。 

・ワークシートを使い、生徒 

が主体的に取り組むことの

できる資質や能力を身に付

けさせる。 

 

・国名や都道府県名はプリン

トを使い視覚的に理解させ

る。 

・都道府県名の小テストを行

い基本的な知識の定着を図

る。 

・定期的に補習や質問教室を

行う。 

２年 

・自ら課題を見付け、主体的 

に解決できる力を育成する

必要がある。 

・資料を分析する力が不足し 

ている生徒が多い。 

・年表の指導を通して、歴史 

の大きな流れをとらえる力

を育成する必要がある。 

・写真や年表を活用して時間 

の流れの中からその時代を

とらえられるようにする。 

・ワークシートにもわかりや 

すく資料などを載せ、自分で

読み取り理解させるように

すすめていく。 

・知識・資料を活用し単元ご 

とのまとめを重点的に取り

組む。 

・読図力や資料を読み取る力

を身に付けさせる。 

・単元ごとに小テストを行い、

知識の定着を図る。 

・他分野での学習内容との関

連づけを行い、理解の深化

を図る。 

３年 

・社会で起きている出来事に 

関する興味や関心を高める

必要がある。 

 

・グローバルな視野や考え方 

を育てる必要がある。         

・社会で起きている出来事と 

公民的分野の内容との関連

をとらえさせる。 

 

・新聞記事を利用した発表学 

習を通して、言語活動の充 

実を図る。            

・定期的に小テストを行い、

知識のさらなる定着を図

る。 

 

・時事問題を取り上げ、デ 

ィベイト活動や発表活動な

どを行う。 

－ ３ － 



 

 
 

教科名 数 学 科 学校番号（２３）学校名（上石神井中学校） 

○現状分析（学力調査等の結果をふまえた内容別・観点別の分析表） 

内容ごとの分析 観点別結果の分析 内容別・観点別のクロス集計による分析 

数と式においては「正負の数や

文字式の計算」に関して学習の成

果が見られるが、「累乗を含む四

則計算」が苦手である。図形にお

いては「おうぎ形に関する課題解

決力」，数量関係においては「関

数関係を把握する力」が不足して

いる生徒が少なくない。 

知識・理解に関してはおおむね

満足できる結果であると言える

が，それらを生かして事象を数学

的に捉える力が不足している生

徒が多い。技能に関しても、おお

むね満足できる結果であると言

える。より定着を図るためには、

繰り返し取り組ませる必要があ

る。 

文章から要点を読み取って式

を立てる力や、式として表され

た数量関係の意味を理解し、そ

の内容を説明することができな

い生徒が多い。数学的な表現力

に課題がある。 

○指導方法の課題分析と具体的な授業改善策 

 指導方法の課題分析 具体的な授業改善策 補充的・発展的な学習指導計画 

１年 

・学習内容の定着を図るため、

演習や確認の時間を増や

し、家庭学習の定着を図る

必要がある。また、自ら考

える力を付けさせることも

必要である。 

・プリント課題や小テストの

実施により、定着の度合い

を図る。 
・家庭学習のプリントを実施

し、定期的に点検する。 
・生徒の学習意欲の向上を図

るために ICT を活用した授
業を実践する。 

・個別指導が必要な生徒に対

して、放課後に補充学習を

行う。 
・長期休業中に集中的に補充

学習を行う。また、レポー

トの課題を課し、数学的な

興味や関心を高める。 

２年 

・学習内容の定着を図るため、

演習や確認の機会を増やす

ことが課題である。 
・数学的な技能の不足してい

る生徒には、補充学習を実

施した。 
 

・プリントや小テストなどの

実施により、定着の度合を

図り、個別指導を実践する。 
・数学的な見方や考え方を育

成するため、ワークシート

を工夫し、意欲的に取り組

ませる。 
・１学級２展開の習熟度別少

人数指導を活用する。 

・個別指導が必要な生徒に対

して、放課後に補充学習を

行う。 
・長期休業中に集中的に補充

学習を行う。また、レポー

トの課題を課し、興味・関

心を高める。 

３年 

・学習内容の定着を図るとと

もに、数学的な興味や関心

を高めるために、発展的な

演習の機会を増やすことが

課題である。 

・プリントや小テストなどの

実施により、定着の度合を

図り、個別指導を行う。 
・１学級２展開の習熟度別少

人数指導を活用する。 
・生徒の学習意欲の向上を図

るために受験問題を効果的

に取り入れる。 

・個別指導が必要な生徒に対

して、放課後に補充学習を

行う。 
・長期休業中に集中的に補充

学習を行う。 

－ ４ － 



 

教科名 理  科 学校番号（２３）学校名（上石神井中学校） 

○現状分析（学力調査等の結果をふまえた内容別・観点別の分析表） 

内容ごとの分析 観点別結果の分析 内容別・観点別のクロス集計による分析 

学力検査・定期考査等の結果

をみると、出題内容によって正

答率のばらつきが見られる。  
基礎的・基本的な用語の理解

や、科学的な事象の規則性など

の理解がやや不十分である。 

観点別結果をみると、出題設問

により観点別結果に差が見られ

る。                                      

重要事項の整理を大切に丁寧

に行い、単元終了ごとにワークシ

ート・問題集などを活用し、知

識・理解の定着化を確実にする必

要がある。 

全体の取り組みとして、思考

力、表現力を身に付けさせる指導

をさらに工夫させていきたい。 

 内容・観点についての指導につ

いては左記分析をもとに丹念に

指導していく必要がある。 

○指導方法の課題分析と具体的な授業改善策 

 指導方法の課題分析 具体的な授業改善策 補充的・発展的な学習指導計画 

１年 

・身の回りの自然現象をと 

らえ、日常生活で使われて

いる科学とも授業内容と結

びつけて考えることができ

るか。 
・興味・関心が拡散せず、指

導目標に向いているか。 

・授業ごとに本時の内容(テー
マ)を明確にする。 

 

・実験や観察を通して、結果

をきちんと記録させ、自分

の考えを考察にまとめられ

るように指導する。 

 

・少人数指導をうまく活用し、

まとめやワーク学習などの指

導をきめ細かく行い、基礎学

力の定着を図る。 

 

・実験・観察ごとのレポートを

個別にチェックし、技能や表

現の力を身につけさせる。 

２年 

・基本的内容の理解が不足し

ている生徒がいる。 
 

・実験・観察結果と学習目標 
が整合しているか。 
 

・学習内容の整理と事例課題 
解決の必要性があるか。 

・授業(単元)の目的を明確に

する。 
 

・授業はじめに前回の復習を

行う。数多く発問し、個々

の生徒が積極的に授業に参

加できるような活動を展開

する。 

 

・模型やICTを活用し、生徒に

とってわかりやすい授業を

行う。 

・補充実験、観察等による関心

意欲の醸成を図る。 
 
・少人数指導を中心にして、個 

々に対応した生徒の興味や関

心を高め、基礎基本の定着を

図る。 

３年 

・学習内容を整理して、生徒

が理解しやすい指導計画を

作成する必要がある。 
 

・実験・観察等を重視し、実

験・観察の結果を検証し考

察する力を育む指導が必要

である｡ 

・自分の考えを表明したり、

学びあったりする活動の充

実を図る。          

・実験・観察において、考察

する時間を確保し、グラフ

や計算式の意味を筋道立て

て考え、理解できるよう展

開する。 

 

・思考・探求の機会を増やす。 

(実験観察の精選・工夫、演

習問題・解法指導の工夫)             

・課題設定を常に確認する。 

(授業の目的、整理・理解の方

法へのアプローチとなってい

るか) 

 

・日常の体験や経験から科学的

な事象を考え、調べさせ、ま

とめや発表の学習活動を積極

的に取り入れる。 

 
 － ５ － 



 

教科名 英 語 科 学校番号（２３）学校名（上石神井中学校） 

○現状分析（学力調査等の結果をふまえた内容別・観点別の分析表） 

内容ごとの分析 観点別結果の分析 内容別・観点別のクロス集計による分析 

学力調査や定期考査の結果を見

ると、正答率は問題により一定し

ていないが、全体的に「書くこと」

を苦手とする生徒が多いという傾

向が見られた。 
 

「言語や文化に対する知識・理

解」に関してはおおむね満足のい

く結果となった。しかし、「書く

こと」を苦手とする生徒が多く見

られるので、今後は知識を表現に

結びつけられるように指導して

いく必要がある。 

「読むこと」「聞くこと」「書

くこと」「話すこと」での基本的

な知識を身に付ける必要があ

る。 
 
 
 

○指導方法の課題分析と具体的な授業改善策 

 指導方法の課題分析 具体的な授業改善策 補充的・発展的な学習指導計画 

１年 

・英語を読んだり話したり 
する活動には、積極的に取り

組むが、単元が進むにつれて

理解に差が生じてきている。 
・ALT の時間にも積極的に取
り組む生徒が多い。 

・教科書の本文を暗唱、また

は暗写させることにより、 
授業内容の定着を図る。 

・単語テストや単元ごとのプ

リント学習、チェックテス

トなどを通して苦手な部分

を再確認していく。 

・学力向上支援講師による TT
及び放課後補充授業を実施

する。 
・長期休業中の課題と補充授

業の充実を図る。 
・長期休業後単語の定着を図

るためのテストを行う。 

２年 

・基礎学力定着のため、音と文

字のつながりを意識させる

活動を繰り返し行っている

が、基本的な読み書きがまだ

定着していない。 
・英作文等の書く活動では、基

礎学力に加え、表現方法の活

用に自信をもてない生徒が

いる。 

・生徒が意欲的に学習に取り

組めるよう、interactionを
適宜行い、英語の表現に慣

れさせる。 
・教科書を繰り返し音読させ、

表現方法の定着を図る。 
・書く指導に力を入れ、既習

事項を用いた表現活動を繰

り返し行う。 

・学力向上支援講師による TT
及び放課後補充授業を実施

する。 
・長期休業中の課題と補充授

業の充実を図る。 
・一年時の復習を反復して行

い、基礎学力の定着を図る。 

３年 

・基本的な文法の徹底と音読を

中心とした授業を展開し、英

語が苦手な生徒も自分から

努力する姿勢が出てきた。 
・表現力を身につけさせる授業

展開を工夫していく必要が

ある。 
・ALT の時間は積極的に取り
組む生徒が多い。 

・音読を中心とした授業展開

に加え、自己表現力を身に

つけさせる工夫をしてい

く。 
・リスニングと口頭練習の時

間を多く取るようにする。 
・授業の初めに基本文型のパ

ターン練習をやり、毎回小

テストで確認をする。 

・学力向上支援講師による TT
及び放課後補充授業を実施

する。 
・長期休業中の課題と補充授

業の充実を図る。 

－ ６ － 



教科名 音 楽 科  学校番号（２３）学校名（上石神井中学校） 

 

○現状分析（日常の学習活動から見られる学習の定着状況） 

１年 
発声やリコーダーの基本を体得するための活動に意欲を持って取り組み、２人ペア活動では概

ね互いにアドバイスもできる。マイペースで準備・片付けが遅い生徒が多く、注意散漫な生徒に

声をかけ足並みが揃うように配慮しているが、本人や全体の授業内容が遅れがちな傾向がある。 

２年 
歌やリコーダーの練習に真面目に取り組める。興味を持ち鑑賞できる生徒も多い。曲想を考え

て表現する学習内容にも根気よく取り組み、努力する姿勢が見られる。リコーダー４種類のアー

ティキュレーションは、頭で理解できても演奏の技術がなかなか身につかない。 

３年 
歌やリコーダーの練習に真面目に取り組める。創作（作曲）活動も自分のイメージを持って表

現することに取り組もうと努力する生徒が多い。鑑賞では、他方面から考えて感想を書ける生徒

もいるが、具体的な設問を出しても１方向のみの感想で終わってしまう生徒もいる。 

 

○指導方法の課題分析と具体的な授業改善策 

 指導方法の課題分析 具体的な授業改善策 補充的・発展的な学習指導計画 

１年 

・階名がすぐ読める生徒と読 

むことに、かなり時間がかか

る生徒がいるため、全員が読

むまで待つと授業の流れが

大きく止まってしまう。 

 

・授業で階名の読み方練習に

取り組み、覚えるまで繰り

返し行う。 

・階名を読む範囲を短くし、

よく読める生徒へは範囲を

少し広げ、同じ時間内で終

わらせるようにし、援助の

必要な生徒に声をかける。 

・授業で個別指導を行うととも

に、長期休業中に繰り返し練

習をさせる。 

２年 

・リコーダー４種類のアーテ 

ィキュレーションでは、範奏

や舌の動きを具体的に説明

して違いを理解させるよう

にした。 

 

・他人の演奏は聴いて違いを 

判断できるが、自分の演奏は

違いを区別してタンギング

や息の長さを変化させるこ

とが難しい生徒がいる。 

・リコーダーの運指やリズム

に気をとられて、タンギン

グに注意を向けることが難

しい時は、曲にとらわれず

単音でタンギングに集中で

きる状況を作る。 

 

・自分の耳でよく自分の音を

聴いて判断する練習をじっ

くり繰り返し行い、違いを

理解させるようにする。 

・授業で個別指導を行うととも

に長期休業中に繰り返し練習

をさせる。 

３年 

・具体的な設問を出しても１ 

方向のみの感想で終わって

しまう生徒には、個人的にア

ドバイスもするが、なかなか

文書で表現するまでになら

ない。 

・文章で表現するための「こ

とば」が浮かんでこない生

徒のために、曲の感想を多

くの生徒に発言させること

で感想の共有をする。 

 

・気持ちを表現する「こと 

ば」を表にして、そこから

自分の気持ちに合う表現を

見つけられるようにする。 

 

・授業中では行いにくい調べ 

学習の課題を長期休業中に取

り組ませ、より深い表現活動

につなげさせ、表現力の育成

を図る。 

 
－ ７ － 



 

教科名 美 術 科  学校番号（２３）学校名（上石神井中学校） 

○現状分析（日常の学習活動から見られる学習の定着状況） 

１年 
表現や鑑賞の基礎・基本の学習内容に取り組んでいる。着実に力を身に付けているが、定着す

るまでは時間がかかると思われるので、継続的な指導が必要となる。より高度な技術、発想、鑑

賞力を身につける為に、自らの課題を把握して計画的に取り組むよう心がける必要がある。 

２年 
昨年度は落ち着かない生徒も少なくなかったが、学年が上がった４月以降は全体を通して集中

力が上がった様子がよく見られる。創意工夫にも積極的に取り組んでおり、どうすればより良く

なるのかといった向上心も感じられる。どのような指導方法が良いか、試行錯誤していく。 

３年 
１、２年次の学習成果が実によく出ている。自分なりに考えて創意工夫をしていく生徒が多く、

集中して制作する姿がよく見られる。発想に悩み進まない生徒も少なくないが、それでも意欲的

に取り組もうとする姿が見られる。今後も、積極的な活動が続けられるよう指導する。 

○指導方法の課題分析と具体的な授業改善策 

 指導方法の課題分析 具体的な授業改善策 補充的・発展的な学習指導計画 

１年 

・制作の基礎・基本について、

概ね熱心に取り組んでいる

が、より良い作品にしようと

する意識が出来ていない生

徒が多い。 

・最後の完成度をあげるよう 

意識付けが重要である。 

・各自で制作手順や作業の進

度を意識させ、まずは計画

的な制作を心がけるよう指

導していく。 

・板書や資料見本の充実を 

図り、分かりやすい授業を

研究する。 

 

・完成の行程やその後の作品 

の評価や鑑賞について、文字で

表現しながら制作をふりかえ

る重要性を理解させながら進

める。 

２年 

・発想や構想の段階で生徒の進

度に差が出るため、特に制作

が遅くなりがちな生徒への

指導方法が課題である。また

独自の創意工夫を促し、意欲

的な姿勢を維持していく必

要がある。 

・生徒一人一人の能力に合 

わせて課題の与え方を工夫

する。 

・特に制作に困らないよう 

に、発想の過程を取り上げ

るなどして具体的な目当て

をもたせながら個別の指導

の充実を図る。 

・授業のなかで補充的・発展的な

指導を行いながら意欲を高め、

進度に差が出ないように配慮

する。また放課後の時間を利用

して補充教室を開き、作業の遅

れている生徒や制作時間を増

やしたい生徒に対応する。 

３年 

・１、２年次に引き続き、熱心

に取り組み、創意工夫のある

作品が多くみられる。 

・限られた時間内で充分な完 

成度にするために、計画性と

試行錯誤を重ねた構想を徹

底させる。 

・発想から構想を練る過程 

を重要視し、どうすれば創

意工夫につなげられるか、

試行錯誤する機会を増や

す。 

・制作の進度と合わせて完成

度の充実を意識させるため

に、常に終わりを意識した

制作を心がける。 

・発想から展開の過程を経て、構

想を具体的なものにして制作

に進む。丁寧な制作過程を通し

て作品の表現を学ぶために、机

間指導を徹底し、構想する力、

実践する力についての指導を

強化する。 

－ ８ － 



 

教科名 保健体育科 学校番号（２３）学校名（上石神井中学校） 

 

○現状分析（日常の学習活動から見られる学習の定着状況） 

１年 
安全面を含む授業規律に関わるルールは身についてきた。また、自発的に活動に取り組む姿勢

も少しずつ見られるようになってきたが、一方で、運動に意欲的に取り組む生徒と、消極的な生

徒の二極化傾向がある。 

２年 
男女ともに学習への取り組み状況は良い。学習した技能や知識を活用し、練習を工夫する姿勢

が見えてきた。特に、自分の課題を明確にすることで、習熟度に応じた練習を選び、取り組む姿

勢が見られるようになってきた。 

３年 
 男女ともに学習への取り組み状況は良い。これまでの積み重ねが思考力を高め、グループ学習

での教え合いや、記録へ挑戦する姿勢が多く見られる。また、学習資料を効果的に活用すること

でチーム、または個人でより高度な技能を身に付けようとしたりする姿勢が見られる。 

○指導方法の課題分析と具体的な授業改善策 

 指導方法の課題分析 具体的な授業改善策 補充的・発展的な学習指導計画 

１年 

・まずは「やってみる」中で運

動の楽しさを味わい、自ら進

んで授業に取り組む態度を

育む。 

・ゲーム化した活動を多く取

り入れ、その中で技能を習

得する意味を感じさせるよ

うにする。 

・ＴＴの授業を活用し、個に

応じた指導の充実を図り生

徒の意欲を高める。 
 

・授業を振り返る機会を設け、 

自己評価をさせ、目標を立てさ

せる。 
・大会や発表会、講習会への参 

加、見学などを斡旋する。 

２年 

・基本技能や知識を生かし、 

グループ及び個人で思考し

ながら授業を行えるように

する。 

・練習や競技を通し、互いに

協力し合えるように助言す

る。 
・課題解決に向けて取り組む

学習機会を増やしていく。 

・授業を振り返る機会を設け、自

己評価や相互評価をさせ、目標

を立てさせる。 

 
・大会や発表会、講習会への参加、

見学などを斡旋する。 

３年 

・身に付けた技能や知識を発 

展させ、生涯スポーツにつな

がる態度を育む。 

・課題解決に向けて取り組む

学習を充実させる。 
・生涯にわたって楽しめる領

域や種目選択能力が身に付

くよう助言する。 

・ＴＴの授業を活用し、個に

応じた指導の充実を図り生

徒の意欲を高める。 
 

・授業を振り返る機会を設け、自

己評価や相互評価をさせ、目標

を立てさせる。 

 
・大会や発表会、講習会への参加、

見学などを斡旋する。 

 
－ ９ － 



教科名 技術・家庭科 学校番号（２３）学校名（上石神井中学校） 

 

○現状分析（日常の学習活動から見られる学習の定着状況） 

１年  興味・関心が高く、自ら学び取ろうとする姿勢が見られる。 
作業の進度が遅れるなど、基礎学力が定着の遅い生徒も見られる。 

２年  興味・関心が高く、自ら学び取ろうとする姿勢が見られ、より発展的なことに取り組もうと  
する生徒がいる。基礎学力定着の差が大きい。 

３年  学習に対して意欲的に取り組んでいるが、基本的な技能や知識が定着しない生徒がいる。 

○指導方法の課題分析と具体的な授業改善策 

 指導方法の課題分析 具体的な授業改善策 補充的・発展的な学習指導計画 

１年 

技

術 

・理解度やものづくりの経

験に差があり、生徒の作

業進度にばらつきが出て

しまう。 

・実習時に個別指導の時間を

多く取り、丁寧な指導をす

る。 
・個々の進度や能力に応じた

課題を与える。            

・各作業のはじめに要点を板書

して理解させる。進度に遅れ

がある生徒や、より発展的な

内容を望む生徒に対して、放

課後の時間に補充学習を行

う。            

家 
庭 

・基本の定着度に差があり、

進度にばらつきがある。 
・能力に応じて丁寧な個別指

導をする。 
・個々の進度、能力に応じて放

課後の補充学習を行う。 

２年 

技 
術 

・情報やエネルギー変換や

生物育成の領域におい

て、製作等の実習を通し

て、科学的な知識や考え

方を理解させることが課

題である。 

・作業だけでなく、実習や製

作の裏付けとなる科学的な

知識をしっかりと押える。 
・生活に身近な題材を取り上

げ、興味関心が持てるよう

にする。 

・各要点についてはワークシー

トを作り基礎的事項を理解

させ学習できるように活用

する。 
・実習に遅れがある生徒に対 

して、放課後に補充学習を行

う。 

家 
庭 

・基本の定着度に差があり、

全体で発展した内容に取

り組むことが難しい。 

・基本の確認を徹底し、 

段階ごとにワークシートを

準備し提出させる。 
 

・能力に応じて丁寧な個別指

導をする。 

・より発展的なワークシート

を活用し、レベルアップさせ

る。 

・個々の進度、能力に応じて 

放課後の補充学習を行う。 

３年 

技 
術 

・実際の社会におけるもの

づくりや、技術と環境問

題の関わりについて興味

関心を持たせることが課

題である。 

・映像資料やインターネット

等の資料を活用し、現在の

ものづくりについて学習す

る。 

 
・製作見本を示しイメージを

考えさせ、制作時に創意工

夫が出来るように考えさせ

せる。 

・学習内容にワークシートを活

用し、家庭での補充学習に役

立てる。 
・技術と環境問題の関わりに 

ついての課題を与える。 

家 
庭 

・保育領域の具体的な教材、

資料の種類が少ない。 
・ＶＴＲ、ＤＶＤ、模型など、

より身近なより具体的な分

かりやすい教材の整備を行

う。 

・保育領域の資料が少ない 

ため、プリントやワークシー

トを活用し、補う。 

 
－ 10 － 



国語科における授業（一単位時間）の配慮点 

指 導 技 術 観 点 別 の 授 業 改 善 の 視 点 

教師の指導 

（授業規律･発問･板書･個別指導･ノート指導･評価等） 

国語への関心・意欲・態度を

向上させるための手だて 

話す・聞く能力を向上

させるための手だて 

書く能力を向上させる

ための手だて 

読む能力を向上させ

るための手だて 

言語についての知識・理解・技

能を向上させるための手立て 

導  

入 

（授業規律） 

・チャイム着席を徹底させ、学習道具を机上に準

備させる。 

（板書） 

・本時の単元名と学習目標を板書し、課題意識を

もたせる。 

（発問） 

・前時の学習内容を確認させ、本時の学習内容、

目標を理解させる。 

・既習事項を踏まえた上

で、本時はどのような

言語能力を身につけれ

ばよいのか、学習目標

を明確に理解させる。 

 

・発言のルール、話の

聞き方を確認させ

る。 

・積極的に挙手発言す

るよう促す。 

・板書事項だけでなく、

こまめにメモを取る

習慣を身につけさせ

る。 

・ノートには予習した内

容、板書事項、メモ等

を分かりやすく、構成

を工夫して書くよう

指導する。 

・本時の学習内容を下

読みしてくること

を予習として課し

ておく。 

・語句の意味調べ、ワ

ークを活用した自

主学習を宿題・予習

として課す。 

 

・漢字テスト、語彙に関す

る小テスト等を定期的に

実施する。 

 

展  

開 

（発問） 

・本時の学習目標を達成するための主たる発問へ

と導くための補助発問を準備し、段階を経て考

えを深めさせていくよう指導する。 

（板書） 

・1時間の授業の流れが分かるように板書計画を

立てる。 

・板書事項を精選し、板書をノートに写す時間を

できるだけ短くするよう工夫する。 

（話し合い等の言語活動） 

・学習目標を達成するために効果的だと考えられ

る言語活動を、計画的に取り入れていく。 

（ノート指導） 

・板書を写すだけでなく、友達の発言や教師の説

明等を聞き、必要に応じてメモを取るよう指導

する。 

・積極的に挙手発言する

よう、粘り強く継続指

導を行う。 

・机間指導を行い、適宜

個別支援を行う。 

・既習事項が、本時の学

習のどの場面で、どの

よう生かされているの

か、適宜確認させる。 

〈話す能力〉 

・場や目的に合った声

の大きさや速さ、間

の取り方、声の調子

を意識して話すよ

うに、繰り返し指導

する。 

〈聞く能力〉 

・相手の話を集中して

聞き、それに基づい

て自分の意見を述

べるように、繰り返

し指導する。 

・伝えたい内容が明確に

なるように、段落の役

割を考えながら文章

の構成を工夫させる。 

・文章を書くために必要

な資料や材料を分

類・整理し、根拠を明

確にして書かせる。 

・文章を書くために必要

な情報を収集・活用す

る方法を指導する。 

 

・本文の内容の理解 

を深め、書かれてい

ることを的確に読

み取るよう指導す

る。 

・友達の発言を聞き、

さらに自分の考え

を深められるよう

に指導する。 

 

・漢字の読み書きは、その

都度確認させる。 

・ノート、ワークシート等

は適宜回収して点検し、

必要に応じて個別支援や

補充学習を行う。 

 

ま
と
め 

(評価) 

・本時の内容、目標を振り返らせ、自己評価や相

互評価をさせ、次時へ向けて課題をもつように

させる。 

・まとめの段階で本時の

内容を確認する。 

・簡単な自己評価や相互

評価も取り入れ、本時

の学習を振り返る。 

・国語の授業で学んだ

「話し方・聞き方」

を他の場面でも生

かせるよう方向付

けていく。 

 

・生徒の作品やノートの

点検をこまめに行い、

必要に応じて個別支

援を行う。 

 

・内容の理解がなさ 

れているか確認す

る。 

 

・言語事項の知識・理解が

なされているか確認す

る。 

・家庭学習に意欲的に取り

組めるように、課題を出

す。 

学校番号（２３）学校名（上石神井中学校） 

－
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社会科における授業（一単位時間）の配慮点 

指 導 技 術 観 点 別 の 授 業 改 善 の 視 点 

教師の指導 

（授業規律･発問･板書･個別指導･ノート指導･評価等） 

社会的事象への関心･意欲･

態度を向上させるための手

だて 

社会的な思考・判断・表現を

向上させるための手だて 

資料活用の技能を向上させ

るための手だて 

社会的事象についての知識・理解を向

上させるための手だて 

導  

入 

(授業規律) 

・チャイム着席ができるように、生徒に繰り返し指導をし、学習規律を確立す

る。 

・（板書）本字の単元名とねらいを板書し、生徒に課題を掴ませる。本時の課

題は赤線を引くなどして、主題をはっきりさせる。 

(教材提示) 

・写真、掛け図、ＤＶＤ，レプリカなど、生徒の気持ちをひきつけるような、

効果的な教材の提示を工夫する。 

・前回からの流れを確認し興味を高める。 

・生徒の身近な話題から導入 

する。（時間は５分くらい

とする。） 

 

・生徒がイメージしやすい話

や教材をなるべく使用し、

意欲・関心を高める。 

 

・視聴覚教材を工夫する。 

・身近な生活の中で見た 

り、聞いたり、体験したり

したことと結びつけて考

えられるようにする。 

・ニュースや新聞記事から関

係する事象を取り上げ、より

具体的に考えを深める。 

・ノートは見開き１ページを

使い、１時間分をまとめら

れるようにする。 

 

・ノートには、予習（重要語

句など）、板書事項、復習

（ポイントなど）、発展学

習などを書くように指導

する。 

・覚えなければならない基礎

知識や重要用語などは、画

用紙やプリントなどにま

とめ、いつでも提示できる

ようにしておく。 

・小テストなども実施し、知

識・理解の定着をはかる。 

・板書も意識的にカラーを使

い重要語句を確認する。 

展
開 

(ノート指導) 

・課題に対する予想・答えを書くようにする。（自分の考えを持たせる。また、

自分で調べて答えを見付ける力をつけさせる。）場合によってはワークシート

を用意する。 

(発問) 

・考えれば分かる問題、前時や本時の話を聞いていれば分かる問題、教科書な

どを見れば分かる問題などを適宜織り交ぜて、知識を深めさせる一助とす

る。 

(話し合い)   ・周囲の人と相談して答えに到達させる。 

(答え合わせ)  ・他人の回答のしっかり聞く態度を育てる。 

(解説) 

・エピソード、具体例などを取り入れながら、わかりやすく解説する。教科書、

資料集、地図帳なども織り交ぜて、説明していく。単なる知識の詰め込みに

ならないように、原理、原因、理由、流れなども含めて解説する。 

 (板書) 

・重要事項を的確にまとめて、本時の内容を整理する。 

・生徒の考えの良さを教師が 

認め、発表しやすくする。 

・期間巡視では、よい部分に 

印をつけたり、短い言葉掛

けをしたりして、個々の意

欲を引き出す。 

・自分で考えたり、調べたり、

人と相談したり、意見を発

表したりさせ、主体的に学

ぶ意欲をもたせるように

する。 

・比較する力を身につけさせ

るために、差違点や共通点

を意識させ、ノートの書か

せ方、発問の工夫をしてい

く。 

 

・これからの社会を考えてい

く力をつけさせるため、理

由、原因、原理、原則、流

れを大きく掴ませるよう

にする。 

・ノートの余白に気づいたこ

とや板書にない説明をメ

モさせる習慣をつけさせ

る。 

・正しい答や参考になる考え

方をしている生徒を評価

し、学級にその技能を広げ

ていく。 

 

・表やグラフを拡大・掲示し

ながら、ていねいに解説を

加える。 

 

・なぜその資料が使われてい

るのかを理解し、そこから読

み取れることを発表させる。 

 

・図書館資料を活用し、多角

的・多面的な視点を養う。 

・知識を獲得するためのワー

クやプリントを工夫して

いく。 

・ワークシートは必ず提出・

点検し、生徒の理解度をしっ

かりとつかんで、今後の授業

の参考とする。 

ま
と
め 

(説明) ・この時間の主題を整理する。 

(板書)  

・重要事項にアンダーラインを引かせ、まとめの一文を加える。 

・項目ごとの関連づけを強調する。 

(授業構成) 

・本時の内容に関する質問や次時につながる疑問がある場合は、まとめの段階

で発表させておく。 

(授業予告) 

・次時の予告と予習内容を伝える。 

・まとめの段階では、基礎知

識の確認だけでなく、本時

の内容にかかわる原理、原

則、流れなどがつかめるよ

う、言葉かけをする。 

・簡単な自己評価や相互評価 

も取り入れ、本時の学習を

振り返るようにする。 

・考えが書けない生徒には、

文章の穴を埋めればよい

ように用意するなど、文型

を与えるようにする。 

・次への発展につながるよう

な考えや、参考になる考え

方をした生徒をほめ、自分

で考えることの大切さを

確認する。 

 

・正しく活動できた生徒をほ

め、落ち着いて、一つ一つ

きちんと活動することの

大切さを確認する。 

・個人の資料と全体に見せる

資料の両方をうまく活用

する。 

・学習したことをまとめ、１

時間で何を学んだのか、ノ

ートにまとめ、コメントを

一言は書くようにする。 

・家庭学習に取り組めるよう

に、課題を出し、知識、理

解の獲得をはかる 

 

学校番号（２３）学校名（上石神井中学校） 
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数学科における授業（一単位時間）の配慮点 

指 導 技 術 観 点 別 の 授 業 改 善 の 視 点 

教師の指導 

（授業規律･発問･板書･個別指導･ノート指導･評価等） 

数学への関心・意欲・態度を向

上させるための手だて 

数学的な見方や考え方を向

上させるための手だて 

数学的な技能を向上させる

ための手だて 

数量、図形などについての知識・理

解を向上させるための手だて 

導  

入 

（授業規律） 

・チャイム着席をしっかりと守るよう指導する。 

（板書） 

・本時の学習について単元名とねらい等を板書し，課題意

識を持たせる。 

（発問） 

・本時の課題を明確にし，課題をつかませる。 

（指導技術） 

・身近な話題などから例題を作るなど，教材を研究する。 

・既習事項との共通点や違い 

を説明する。 

 

・本時の課題についてイメー 

ジを持たせる。 

 

・導入課題を工夫し、体験的な

学習を取り入れる。 

・既習事項との共通点に着

目し、意識を向けさせる。 

 

・他の生徒の考えを聞き、

大切であると思う事柄を

書き留めるよう指導す

る。 

・自分の考えた様子などが

後から分かるようなノー

トを取るよう指導する。 

・既習事項の確認を行い，

重要な事柄を意識させ

る。 

 

・プリントによる学習など

を行い，学習状況を把握

する。 

展  

開 

（ノート指導） 

・気付いたことや大切だと思う言葉などを書き留めておく

よう指導する。 

（板書） 

・要点に色をつけるなど，考え方の筋道やポイントとなる

箇所が分かる板書をする。 

（発問） 

・板書した内容を参考に，自分なりの考え方で解答できる

ようにする。 

・机間指導において，生徒の 

考え方の良い点を認め，足り

ない点は助言を行う。 

 

・いくつかの課題に取り組ま 

せることで成就感を味わわ

せる。 

・表や図などをかいて考え

るよう指導する。 

 

・既習事項を見直すよう助

言する。 

 

・多くの考え方を発表さ 

せ，自分の考えと比べさ

せる。 

・ＩＣＴを効果的に活用す

る。 

・自分の考え方が相手に伝

わるような答え方（文

章・表・式・グラフ等）

を意識させる。 

 

・生徒の発表を通して気付

いた点などを助言する。 

 

・１学級２展開の少人数習

熟度別を効果的に活用

し、基礎・基本の定着を

図る。 

・要点となる事柄の確認を

随時行う。 

 

・小テストを行い，必要が

あれば補充学習を行う。 

ま
と
め 

（板書） 

・本時の学習を総括し，端的に表す。 

（ノート指導） 

・まとめをきちんと書き写し，次時の準備となるよう指導

する。 

・本時の学習を通して何が分 

かったのか，何ができるよう

になったのかを伝え，次時に

生かすよう言葉かけを行う。 

・本時の学習が既習事項と

どのように関係している

かを考えさせる。 

・自分のノートを見直し，

良い点や直すべき点など

を確認させる。 

 

・机間巡視をし，学習内容

の定着を図る。 

・課題を与え，学習内容の

定着を図る。 

学校番号（２３）学校名（上石神井中学校） 
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理科における授業（一単位時間）の配慮点 

指 導 技 術 観 点 別 の 授 業 改 善 の 視 点 

教師の指導 

（授業規律･発問･板書･個別指導･ノート指導･評価等） 

自然事象への関心・意欲・態度

を向上させるための手だて 

科学的な思考・表現を向上

させるための手だて 

観察・実験の技能を向上さ

せるための手だて 

自然事象についての知識・理解

を向上させるための手だて 

導  

入 

（授業規律） 

・挨拶をしっかり行い、出席の確認を必ず行う。 

・授業開始時において、必要な教具、ノートの準備を促し、

聴く態度・書く姿勢の指導を行う。 

・意欲的でない生徒にも興味を持たせるような、身近 

な教材を準備する。 

 

・日常生活と理科的事象とを関

連づけ、より多くの具体例を

考えさせ導入する。 

 

・授業、実験、観察の興味を育

てるため、ここの授業につい

ての目的を明示する。 

・関連する複数の事象を提

示し、違いや関連の有無

等について考えさせる。 

 

 

・学習テーマを「文字」「図 

」「記号」などを用いて

表現したりまとめたりす

るように指導する。 

 

・学習内容のポイントを授

業の内容に沿って箇条書

きする。 

 

 

展  

開 

（発問） 

・授業の内容（テーマ）を把握させ、関連事項等について

考えさせる。 

・自分で結果を予想させ、観察・実験に対し目的意識をも

って観察・実験に取り組めるように工夫する。 

（板書） 

・板書は、字・図のバランスを考え、ノートをとりながら

理解が深まるようにする。 

（レポート指導） 

・実験や観察などの結果を、考察しレポートに自分の考え

を書くように指導し、授業や実験でわかったことをまと

めさせるようにする。 

〈発表・話し合い〉 

・実験や観察などの結果、課題に対して自分の考察を発表

し、他者の考察から新たな発見や考え方を学ばせる。 

・関連事項の発問を行う。 

 

・実験観察においては、特に 

授業に臨む態度、実験場の注

意を喚起させる 

・知識のみに偏ることなく最新 

の科学技術や話題になってい

るニュースなどをわかりやす

く解説することで知的好奇心

を刺激する。 

・実験や観察を授業の中で

行い、その結果から考察

する目や思考を養う。 

・数値処理や図の作成、図

を理解していく力に課題

が残る。 

 

・実験や観察の回数を増や

し、理論と実験の関係を

自分の目で確かめさせて

いく。 

・少人数グループでの意見

交換をすることで別の視

点や観点から思考するこ

とができる。 

・実験観察に必要な資料・

器具について理解させ、

操作方法等を身に付けら

れるようにする。 

・実験や観察を通して、正

しい技能を習得させる。

ワークシートや、実験レ

ポートなどの課題を課す

ことで表現力を養う。 

・実験・観察の様子を図示

させ、説明できるように

指導を行う。 

・学習活動のつまずきを確

認し、つまずきを修復で

きる授業展開を工夫す

る。 

・記号や、規則性について

の説明を行い、関連事項

を含めてまとめる。 

 

・学習内容に含まれる器具 

や道具についてのまとめ

を行う。 

ま
と
め 

（板書） 

・まとめの内容は簡素に記述し、学習内容の定着をはかれ

るようにする。 

・板書の字句のハイライト（色など）化を行い、視覚的な

印象を与えられるように工夫する。 

・内容を振り返り、身近な事象

と結びつくことを確認する。 

 

・学習内容を難しく考えすぎな

いように指導する。 

・本時の内容についての難

解な点を指摘し、正しい

記号化や分類、または説

明が平易な言葉でできる

ように発問する。 

・ レポートの書き方を工 

夫させ、これまでのレポ

ートでよかったものを紹

介したりして、参考にで

きるようにする。 

・本時の内容を確かめる小

設問を配置する。 

・授業内での重要事項の定

着を図り、ワーク等で知

識定着の確認を行う。 

学校番号（２３）学校名（上石神井中学校） 

 

－
 

14
 
－

 



 

英語科における授業（一単位時間）の配慮点 

指 導 技 術 観 点 別 の 授 業 改 善 の 視 点 

教師の指導 

（授業規律･発問･板書･個別指導･ノート指導･評価等） 

コミュニケーションへの関心・意欲・態

度を向上させるための手だて 

外国語表現の能力を向上さ

せるための手だて 

外国語理解の能力を向上さ

せるための手だて 

言語や文化についての知識・理

解を向上させるための手だて 

導 

入 

(授業規律) 

・チャイム着席、授業の準備ができるよう指導する。 

・出席を確認し、始まりの挨拶をしっかり行う。 

(板書) 

・本時の単元名、学習目標を板書し、課題をつかませる。 

(題材導入) 

・絵、写真、フラッシュカードなどを使って生徒に気付か

せる教材を工夫する。 

・口頭質問をし、何について聞かれているのか生徒自身で

考えられるようにする。 

・授業のねらいを明確にする。 

・生徒の気持ちを引きつけるよ

うな教材を工夫する。 

・Small Talkや Interaction

を行い、生徒の興味を引きつ

ける。 

 

・間違うことを恐れず話し

たり、読んだり、書いた

りすることができるよう

な雰囲気をつくる。 

・１問１答で発問を行って

いく。 

 

・自然な口調で読まれたり

書かれたりする英語に多

く触れ、慣れ親しめるよ

うにする。 

・英語での質問や話の内容

を理解できるように、話

す速度などを調節する。 

・学習した英語を使って、

既習または前時の内容を

想起させ、基本表現の定

着を図る。 

 

 

展 

開 

(発問・展開) 

・1時間内にできるだけ多く英語を発話させる。 

・生徒の活動が多くなるように努める。 

(解説) 

・文法事項を簡潔にまとめ、解説が多くなりすぎないよう

にする。 

(ノート指導) 

・単語や英文が正確に書けているか、黒板の内容がまとま

っているか机間指導を行う。 

・内容を理解させながらノートにまとめさせる。 

(板書) 

・視覚的効果を意識しながら重要事項を的確にまとめる。 

・授業や活動の目的を明確に

し、けじめをつけて取り組ま

せる。 

・生徒の考えや良さを認め、発

話しやすい雰囲気づくりに

努める。 

・ペアワークやグループ活動を

取り入れ、主体的に学ぶ意欲

を持たせる。 

・ALTを活用し、実際の英語の

運用に意欲を持たせる。 

・適切な音量で場面や心情

に応じて読むことができ

るようにする。 

・発音やイントネーション

に気をつけた音読練習に

しっかり取り組ませる。 

・ALTの英語を聞いて、発音

やイントネーションを真

似させる。 

・生徒の身近な題材を使っ

て書いたり話したりする

機会を設ける。 

 

・自然な口調で読まれたり

書かれたりする英語に多

く触れ、慣れ親しめるよ

うにする。 

・理解のポイントやヒント

を与え、題材に取り組み

やすいようにする。 

・英語理解につながる力を

つけさせるよう、答え合

わせの方法も工夫する。 

・英語を聞いて内容を理解

できるように、繰り返し

聞かせる。 

・聞く・読む・話す・書く

といった技能をバランス

よく展開しながら、基本

文が定着するようにす

る。 

・ワークシートやゲームな

どの活動を取り入れなが

ら基本文や語彙が自然に

定着できるようにする。 

・様々な国の生活習慣や考

え方の違いに気付かせる

ようにする。 

ま
と
め 

(確認) 

・本時の内容に関する質問がないかどうか確認する。 

・家庭学習（予習）の定着を図る。 

(授業予告) 

・次時の予告と予習内容を伝える。 

 

・学習したことを実際の英語 

に生かせるよう意欲を持た

せる。 

 

 

 

・表現活動に慣れるようア

ドバイスや声掛けをす

る。 

・良い例を共有し、目標を

持たせるようにする。 

・題材の理解の確認として、

簡単な英語による応答に

慣れさせる。 

 

 

 

・学習したことを定着させ

るために、小テストや単

語テストを効果的に行

う。・ワーク等で知識定

着の確認を行う。 

－
 

15
 
－

 



学校番号（２３）学校名（上石神井中学校） 

音楽科における授業（一単位時間）の配慮点 
指 導 技 術 観 点 別 の 授 業 改 善 の 視 点 

教師の指導 

（授業規律･発問･板書･個別指導･ノート指導･評価等） 

音楽への関心・意欲・態度を向

上させるための手だて 

音楽表現の創意工夫を向上

させるための手だて 

音楽表現の技能を向上させ

るための手だて 

鑑賞の能力を向上させるた

めの手だて 

導  

入 

（授業規律） 

・チャイム着席ができるように繰り返し指導する。 

・授業に必要な持ち物を忘れないように繰り返し指導する。 

（板書） 

・本時の単元名とねらいや到達点を板書し、課題をつかませ

る。 

・模範演奏などで曲のイメー 

ジをつかませる。 

 

音楽を形づくっている要素

には、どんなものがあるの

かを確認させる。 

・歌唱の場合、発声の基本

の確認や発声練習で、ウ

ォーミングアップをす

る。 

 

・興味関心を持てるように

主に活躍する楽器や鑑賞

教材に関係する写真や物

など、具体的な教材を見

せる。 

展  

開 

（指導技術） 

・身に付けさせたい演奏技術の部分を、具体的に説明する。

（ワークシート等の利用） 

・楽譜に書き込みをさせ、部分練習を繰り返し行う。 

（雰囲気作り） 

・かたくならず、のびのびと練習に取り組めるように、和や

かな雰囲気を作る。 

（個別指導） 

・机間巡視やミニテストの際に、良いところを褒めアドバイ

スをする。 

・二人組などを作り、お互い 

にできているかの確認をさ

せる。 

 

・積極的に取り組んでいる生 

徒を褒める。 

 

・誰でも答えられるような発 

問をなるべく多くし、発表で

きる機会を作る。 

・工夫できている生徒に発

表（模範演奏）させる。 

 

・グループを作り抑揚の付

け方や盛り上げ方など表

現をつけるための話し合

い活動や発表をさせる。 

・二人組などで、できてい

ないところを教え合わせ

る。 

 

・机間巡視をし、アドバイ

スをする。 

・プレテストでアドバイス

をし、努力目標をはっき

りさせる。 

・ミニテストや二人組など

の場面で、お互いの演奏

を聴き合い、どう感じた

かを考えさせる。 

・曲が作られた時代背景や

作者の気持ちなどについ

ても、考えさせる。 

・感じたことを言葉で表せ

るように、表現する具体

的な言葉をあらかじめ表

にまとめて活用する。 

ま
と
め 

（指導技術） 

・全体を通して演奏し、練習で身に付いた技術を生かして演

奏できたか、気持ちを込めて演奏できたかなどを確認させ

る。 

（評価） 

・自己評価カードや友達への相互評価で、自分の到達度を確

認させる。 

・まとめの演奏前に、ポイン 

トを示し、再確認する。 

 

・自己評価カードで今日の学 

習を振り返り、次時の自分の

目標を考えさせる。 

・グループで考えた表現の

工夫を、実践するよう声

をかける。 

 

・身に付けさせたい演奏技

術のポイントやその方法

を繰り返し指導してい

く。 

 

・自分やグループで考えた

ことを発表し合い、共有

させる。 

学校番号（２３）学校名（上石神井中学校） 

－
 

16
 
－

 



 

美術科における授業（一単位時間）の配慮点 

指 導 技 術 観 点 別 の 授 業 改 善 の 視 点 

教師の指導 

（授業規律･発問･板書･個別指導･ノート指導･評価等） 

美術への関心・意欲・態度を向

上させるための手だて 

発想や構想の能力を向上さ

せるための手だて 

創造的な技能を向上させる

ための手だて 

鑑賞の能力を向上させるた

めの手だて 

導  

入 

（授業規律） 
・授業開始の時間を守らせ、気持ちを切り替えて集中でき
るようにする。 
（持ち物指導） 
・持ち物の忘れがないかを確認し、用具の準備をさせる。 
（板書） 
・題材名や説明の要点などを大きな字でわかりやすく板書
する。 
（全体指導） 
・前回の学習内容を復習し、次の作業を全体に説明するこ
とで、自分の段階を理解させるとともに、自主的に計画
的な活動ができるようにする。 
 

・資料集を積極的に使用し、参
考作品や題材に対する考え方
や視点を加えて興味関心をも
たせるようにする。 
 
・資料の活用により、幅の広い
作品の鑑賞を行い、課題や題
材の理解を促す。 
 
 

・参考作品や説明によって
発想の喚起となるように
する。 
 
・ノートやスケッチブック
に楽な気持ちで様々なア
イデアを描かせる。 
 
・自分の発想や構想を推敲
していくよう指導し、考
える楽しみを味わうこと
ができるよう促す。 
 

・基本的な表現技術をわか
りやすく説明する。 
 
・基本的な表現方法を実際
に試させる。 
 
・他者の成果を紹介し、技
法・ポイント・注意点を
具体的に説明すること
で、新しい技法に挑戦す
る意欲を促す。 

・表現活動のなかで図版や
参考作品の説明する時
も、作者や時代背景など
も簡単に解説する。 
 
・ワークシートの活用によ
り、用語などを覚えさせ、
小テストを実施すること
でさらに定着を図る。 

展  

開 

（個別指導） 
・生徒一人一人の能力に応じて適切な助言ができるように
し、自ら創意工夫し、最後まで仕上げる意欲をもたせら
れるようにする。また、積極的に完成度をあげる意識を
もたせて取り組む。 
（安全指導） 
・用具を安全かつ適切に使い、制作が主体的に進められる
ように常に注意をしながら確認させていく。 
（評価） 
・題材に合わせた観点別評価を指導に生かし、評価規準を
達成できるようにする。 

･ 生徒の感じたことや表現方
法を大切にし、作品の良い点
を評価し、次への意欲につな
がるようにする。 
 
・生徒の意欲につながるよう、
制作中の良い点や工夫して
いる様子を、評価し声をかけ
ていく。 
 
 

・発想につまずいて作業が
進まない生徒へは、少し
のアイデアにも自信をも
たせるようにする。 
 
・制作中の作品や工夫点を
紹介し、考え方や視点の
幅を広げさせる。 

・個別指導に時間をかけて
助言をする。さらに表現
の幅が広がり、自分から
工夫させるようにする。 
 
・作業の遅れる生徒へは、
昼休みや放課後の時間を
使って補習に充てる。 

・鑑賞学習は、作品から受
ける印象や作者の心情を
幅広く考えられるよう
に、より多くの友達に意
見を出させる。 
 
・用語は実際に使用しなが
ら覚えられるように、生
徒に質問して答えさせ
る。 
 
・自分の言葉で表現する重
要性を指導していく。 

ま
と
め 

（安全指導） 
・使った用具などをきちんと元にもどさせる。また、大切
に使う意識を常にもたせる。 
（評価） 
・自己評価カードや友達との相互評価で、課題への取り組
みを再確認させる。 
 

･ 今日の取り組みの様子を反
省し、次回の課題を考えさせ
る。 
 

・発想・構想に時間がかか
る生徒には、家庭学習で
参考となる題材を見つけ
るように指導する。 

・工夫した生徒作品を全体
に示し、どのような点が
良いのかを説明する。 
 

・様々な感じ方を理解でき
るようにする。 
 
・用語が理解できたかを確
認する。 

学校番号（２３）学校名（上石神井中学校） 

 

－
 

17
 
－

 



 

保健体育科における授業（一単位時間）の配慮点 

指 導 技 術 観 点 別 の 授 業 改 善 の 視 点 

教師の指導 

（授業規律･発問･板書･個別指導･ノート指導･評価等） 

運動や健康・安全への関心・意欲・

態度を向上させるための手だて 

運動や健康・安全についての思考・

判断を向上させるための手だて 

運動の技能を向上させるた

めの手だて 

運動や健康・安全についての知識・

理解を向上させるための手だて 

導  

入 

(授業規律) 
・始業チャイムで集合完了できるよう、繰り返し指導する。 
(口頭説明) 
・単元毎にガイダンスを行い、ねらい等を確認する。 
(教材教具提示) 
・説明が全員に伝わるよう、集合を工夫する。 

・生徒に興味がある題材を通 

して導入する。 

 

・ねらいをわかりやすく説明す

る。（明示する。） 

 

・安全面に留意させる。 

・生活の中で行っている動 
作と結びつけて考えられ

るように工夫する。 

 
・取り組むポイントが確認で

きているかどうか、時間の見

通しを持たせるよう工夫す

る。 

・各自の能力に応じた強さ

や、力で行えるよう、身体

を準備させる。 

 
・運動の程度を徐々に強く 
していく原則を指導する。 

・知識や基本動作をいつで 
も指示出来るよう、準備し

ておく。 

展  

開 

(授業形態) 
・できるだけゲーム化した活動を多く取り入れ、その中で技
能や知識の意味を感じさせるようにする。 

(個別指導) 
・個々の能力に応じたポイントをアドバイスする等、学習の
工夫をさせる。 
(安全指導） 
・道具の使い方や学習方法をきちんと指示して、安全指導を
必ず行う。 

(授業説明) 
・説明が全員に伝わるよう、集合を工夫する。 
(授業規律) 
・能力差への対応として、個々の能力に応じた達成ポイント
をアドバイスして、意欲を与える。 

・生徒の取り組みに対する状況 

をしっかり確認して、生徒に

アドバイスを与え、学習意欲

を高めさせる。 

 
・自ら考え行動する学習にで 
きるだけ取り組ませ、主体的

に学ぶ意欲を持たせる。 

 
・何のために学習しているの 
 か、何を学んでいるのかを明  

確にして取り組ませる。 

・良い点と悪い点の比較が 
出来るように、到達ポイン

トを明確にしお互いに声

のかけ方を工夫させるよ

うに支援する。 

 
・技能上達のために何が必 
要なのか、何をしていくべ

きかを考えられるような

発問を工夫する。 

・学習ポイントをしっかり

理解している生徒を高く

評価し、全体に広げてい

く。 

・到達度の高い生徒を紹介

して、視覚的に学習ポイ

ントをつかませ、自己へ

の向上につなげさせる。 

・用具や教材をひとりひと

り使えるように準備し

て、学習時間を確保する

よう工夫する。 

・各運動を行うための知識  

や理解が十分に出来たか

常に確認しながら進めて

いく。 

 
・知識や理解は、実践の結果 

身に付くものなので、体で 

覚えられるように工夫す

る。 

 
・知識やルールを理解させ 
る時間を確保する。 

ま
と
め 

(授業形態) 
・到達度の高い生徒の模範演技を見て、技能を確認し自分 
の学習に生かすよう促す。 
（評価） 
・簡単な自己評価や友達への相互評価も取り入れて自らの 
学習に生かす。 
（授業構成） 
・次時につながる振り返りをさせ、より高い意欲を持たせる。 
（確認） 
・本時のねらいは達成できたか、内容を振り返りながら次 
時の予告を行う。健康状態を把握する。 

・まとめの段階で、本時の授 

業ポイントが理解できてい

たかどうか問いかけを行う。 

 

・簡単な自己評価や友達への 

相互評価も取り入れて、今日

の学習を振り返るようにす

る。 

・学習がうまく行えなかっ 
た生徒に「何ができたの

か」からまとめをして自信

を持たせ、その後「どのポ

イントでつまずいたか」、

「何が 理解できていな

いか」を考えさせる。 

 
・学習カードで内容を振り返

れるように工夫する。 

・工夫して学習できていた 
生徒を高く評価し、到達し

たポイントの紹介をして、

技能ポイントを確認する。 

 
・スモールステップによる 
学習を繰り返し確認し、指

導していく。 

・授業毎に指導したポイン 
トやルールについて確認

する。 

 
・知識が定着するように、副 

読本を通して学習するよ

う声がけする。 

 

学校番号（２３）学校名（上石神井中学校） 
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技術・家庭科における授業（一単位時間）の配慮点 

指 導 技 術 観 点 別 の 授 業 改 善 の 視 点 

教師の指導 

（授業規律･発問･板書･個別指導･ノート指導･評価等） 

生活や技術についての関心・意欲・態

度を向上させるための手だて 

生活を工夫し創造する能力

を向上させるための手だて 

生活の技能を向上させるた

めの手だて 

生活や技術についての知識・理解を

向上させるための手だて 

導  

入 

(授業管理) 

・チャイム着席を徹底させ、落ち着いて授業に臨めるよう

に、生徒に繰り返し指導をし、学習規律を確立する。 

 
（授業目標提示） 

はじめに作業の要点を板書し今日の内容と道具の使い
方を理解させる。 

・本時のねらいをわかりやす 

く説明し、生徒が取り組み

やすい題材から準備する。 

 

・安全面に留意させる。 

・教材・教具を工夫し、実

際の社会や生活と結びつ

けて考えられるように指

導する。 

 

・教科書やプリントの説明
だけでなく、模範作品を
見せたりする。 

・基本的な事項は、学習ノ
ートを利用してまとめ
させる。 

 

・前時の要点を確認し、新

しい知識を積み重ねるた

めの準備をする。 

展  

開 

(授業形態) 

・作業の内容や到達目標に応じて、個人作業やグループ作

業を効果的に使い分ける。 

・作業に入る前に、安全指導を必ず行う 

(個別指導) 

・個々の能力や作業進度に応じて個別指導を行う。 

(授業説明) 

・全体にしっかり伝わるように教師の周りに集め、基本的

な技能の確認をする。 

(板書) 

・要点が捉えやすいように、分かりやすい板書にする。 

・個々の能力や作業進度に応 

じて、適切なアドバイスを

与え、製作や実習に対する

意欲を持たせる。 

 

・自分で考え、試行錯誤を繰 

り返して取り組む課題や工

程を与え、主体的に学習に

取り組むことができるよう

にする。 

・基本的な知識や技能を獲

得すると共に、個々の創

意や工夫が生かせるよう

な作品や課題を用意す

る。 

 

・自分の製作や課題の取り

組みから、実際の社会や

生活と結びつけて考えさ

せる。 

・一人一人の生徒が十分に

作業時間を確保できるよ

うに、道具や機械の準備

を工夫する。 

 

・個別指導の時間を十分に

取り、個々の段階に応じ

て作業を支援する。 

・板書やワークシートを工

夫して、生徒が要点を押

さえやすくする。 

 

・実技に偏ることなく、知

識的な裏付けがしっかり

と理解できるように、指

導する時間をしっかりと

確保する。 

ま
と
め 

(授業形態) 

・生徒の模範的な作品を見せ、生徒同士が相互に高めあえ

るようにする。 

(評価) 

・簡単な自己評価や友達同士の相互評価を取り入れて、自

分の学習をふり返らせる。 

(確認) 

・作業の経過を点検させて終了し、次回の概略を説明す
る。 

・簡単な自己評価や友達同士 

の相互評価を行い、本時の

学習への取り組みの姿勢

や、単元について関心が持

てたかふり返らせる。 

 

・いろいろな生徒の作品の

工夫点を紹介し、友達の

良い点を自分の作品に反

映できるように指導す

る。 

 

・簡単な自己評価や友達同

士の相互評価を行い、技

能が定着したか確認し、

次回の授業に生かせるよ

うに指導する。 

・本時の知識的な要点を再

確認する。また、必要に

応じて家庭学習のための

課題を用意して、知識の

定着を図る。 

学校番号（２３）学校名（上石神井中学校） 
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各分掌の改善プラン          学校番号（２３）学校名（上石神井中学校） 

教務部（平成26年度） 

項目 課題分析 具体的な改善策 改善策を具現化するための指導計画 

教
育
課
程 

○授業時数の管理・

徹底を図る。 
○授業時数を確保す

るために土曜授業

を実施する。 

○標準授業時数の確保を目指

し、週案による年間指導計

画の進行管理、パソコンに

よる実施状況の記録によっ

て教育課程の適切な進行管

理を図る。 

○年間行事予定に基づき、計画的で

効率的な行事の運営に努める。 
○授業ないように、時間割を工夫し

て調時数を毎週集計していき、時

数が不足し整を図る。 

方
法
の
工
夫 

指
導
内
容
・
指
導 

○授業改善推進プラ

ンをもとに教育計

画を工夫し、学力

定着に課題意識を

持ちながら指導の

充実を図る。 

○授業改善推進プランを作成

し、授業改善に努め、生徒

の学力の向上を図る。 
 

○学力検査の結果や日常の学習活動

から課題を分析し、改善策や指導

計画を立てて実践する。 
○数学と理科の少人数授業を実施

し、個に応じたきめ細かな指導を

行う。 

評
価
の
充
実 

○評価規準の周知・

徹底を図る。 
○授業の指導目標や観点を生

徒・保護者に周知し、見通

しをもって授業に取り組む

ようにさせる。 
○生徒による自己評価や授業

評価の推進を図る。 
○目標・指導・評価の一体化 
 を図る。 

○学校公開、授業参観で学習の様子

を観てもらう。 

○保護者会、学習の記録、面談等を

通して、評価方法の周知と生徒へ

の励ましとなるような取り組みを

する。 
○評価のための校内研修会を実施す

る。 

補
充
学
習 

○基礎学力が不足し

ている生徒への補

充教室を実施す

る。 

○少人数で質問教室や個別指

導などの補習教室を計画的

に実施する。 
○学力向上支援講師との連携 
 を図る。 

○教科及び学年で、放課後や長期休

業中に質問教室や補充教室を実施

し。復習に重点をおいて、基礎的

な学力の定着を図る。 

図 
 

書 
○図書教育の充実を

図る。 
○図書室からの情報

発信の役割を強化

する。 

○図書利用やメディア資料費

の増額を図る。 
○図書室の利用を促進するた

めに保護者によるボランテ

ィアの活用を図る。 
○メディアセンターとしての

位置づけを強化する。 

○図書室の開館について、組織的な

学校体制を作るとともに地域・保

護者に協力を依頼する。 
○朝の読書タイムを実施し、生徒の

読み解く力を身につけさせ、言語

力を高め、思考力、判断力、表現

力を養う。 

小･

中
一
貫 

○小･中一貫教育を

推進し、小中のつ

ながりを意識した

指導を進める。 

○保健体育、英語の授業で小

学校への乗り入れ授業を実

施する。（年間４回） 
○中学生による読み聞かせを

行う。 
○授業研究、児童・生徒会活

動の連携を深める。 

○校区別協議会において授業公開や

道徳研修会を実施する。 
○小･中の教員同士が生活・学習・行

事等における共通理解を一層深

め、連携した指導を探れるように

する。 
○リトルティーチャーを実施し、小･

中合同研究会や生徒の授業の受け

方を見直す機会とする。 
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学校番号（２３）学校名（上石神井中学校） 

生活指導部（平成26年度） 

項目 課題分析 具体的な改善策 改善策を具現化するための指導計画 

生
活
指
導 

○落ち着いた学校生活

環境（身なり、時間、

人の話を聴く態度）

を、生徒自らで、し

っかりと作れるよう

に十分にできていな

い部分がある。 
○いじめの早期発見・

早期解決、未然防止

に取り組む。 

○教育活動全体を通じて、意

識を高める指導を行う。 
 
○朝礼での全体指導や各学

年の生活指導部を中心に

全教員で組織的に指導す

る。 
 
○いじめ対策委員会を毎月

１回実施する。 

○学級活動や委員会活動などを通し

て、生徒の規範意識を高め、「あじ

みこし」を中心に据えた活動を一層

推進する。 

特
別
活
動 

○生徒会、行事などで

のリ―ダ―は育って

いるが他の活動での

リ―ダ―の育成が十

分にできているとは

言えない。 

 

○集団活動の中で自主・自律

の気持ちを育て、生徒自身

の手で諸活動を運営する

喜びを体感させることで

リーダーを発掘し、その資

質を伸ばしていく。 
○学校行事や学年行事での

リーダー育成のための自

主的な活動を推進する。 

○事前に正しい目標設定と意義の理

解を進め、その中で生徒の工夫、改

善を取り入れられる活動を確保し、

生徒の自主・自律を推進する。 

教
育
相
談 

○人間関係の不適応や

学習への意欲の低下

から、不登校、学校

渋りの生徒が少なく

ない。 
○心身いずれも不健康

な状態の時は、学習

意欲がわかず、学力

向上は望めない。 

○個々の生徒の状況をふま

えて、関係機関の協力を仰

ぐなどの方策を探る。 
○保健室や相談室などとの

連携を図り、不登校生徒に

対して個別の対応を図る。 
○健康相談をとおして個々

の健康問題を把握し、心身と

もに安定した健康状態が保

てるように支援していく。 

○各家庭との連絡を密にとり、学級担

任、教育相談担当、スクールカウン

セラーなどの校内スタッフを始め、

外部諸機関との情報交換を積極的

に行う。 
 
○保健室での健康相談の充実を図る。

必要により、保護者や学級担任、ス

クールカウンセラー等との連携を

とりながら、安定した健康状態が保

てるように支援していく。 
 

環
境
美
化 

○生徒の美化意識はあ

るが、ゴミの分別・

リサイクルの意識が

十分に育てられてい

ない。 
 
○校内清掃活動の徹底

を図る。 

○清掃活動を徹底させ、ゴミ

の分別・リサイクルの意識

を向上させる。 
 
 
 
○清掃指導の徹底を図る。 

○生徒会、委員会の生徒を指導し、定

期的な美化点検の中にゴミの分

別・リサイクル項目を設けるなどし

て普段から意識を高める。 
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学校番号（２３）学校名（上石神井中学校） 

進路指導部（平成26年度） 

項目 課題分析 具体的な改善策 改善策を具現化するための指導計画 

道 

 

徳 

○毎日の生活の中で 

よりよい生活がで

きているか。 

○自分、自分と周囲の

人びと・自然との関

わりを考えること

ができているか。 

○毎日の生活の中で、社会

性を育む指導の充実を図

る。 

○自分を表現し、自分以外

の人の意見や考えを受け

入れる指導する。 

○自然を理解する教材・資

料を提示する。 

 

○体験活動を推進し、振り返って考え 

る指導の充実を図る。 

○地域の教育力を生かす指導、資料の

活用を推進する。 

○自己の内面を見つめる指導時間の確 

保に努める。 

○道徳教材を効果的に活用する。              

進 

 

 

路 

＜１年＞ 

○目標・課題の設定方

法は適切か。 

○体験・調査方法等は

適切か。 

○人・事柄との関わり

について考慮して

いるか。 

○職業を知り、体験す

ることにより、人び

との「生き方」につ

いて考える機会を

もてたか。 

 

 

○実際に計画し、調べる活

動を行う。 

○調べたものを発表資料と

してまとめる。 

○自分以外の人・事柄につ

いて「生き方」「関わり」

につながる評価・まとめ

の方法の研究を行う。 

○職業調べのための援助を

行う。 

○体験活動を計画・実施す 

る。 

 

○活動内容の評価の時間をもうける。 

○調査結果等から対象について主体的

に考えられるように指導する。 

○自分の考えや思いを「生き方」に結

びつけられるような課題設定を積極

的に行う。 

○職業調べ・体験を通して「生き方」

に通じる指導を推進する。 

＜２年＞ 

○職場体験を通して 

自分自身を理解し、

中学卒業後の進路

を考えられたか。 

○自己の課題として

体験の意味を考え

させられたか。 

 

 

○体験先の決定・依頼・訪

問・お礼並びにまとめ全

体の流れを理解する。 

○体験によって得られたも

のをまとめる。 

 

○自分の将来について、希望や目標を

もち、身近な目標から考え、解決し

ようとする意欲を育てる。 

○体験させていただけることに「感謝

の心」を持つように指導する。 

＜３年＞ 

○最終学年の意味を

考え、具体的進路目

標の決定すること

ができたか。 

○自分の考え、目標達

成のための手順を

理解したか。 

○生徒一人一人の能

力を適切に把握し、

援助できたか。 

 

○進路決定にあたり、必要

な情報・必要な準備活動

についての援助を行う。 

○誰もが考えること、自分

に必要な考えを明らかに

する。 

○復習確認テストを実施

し、生徒の学力の把握に

努め、学力向上のための

援助を行う。 

 

 

○全体指導・個別指導の内容の明確化

を図る。 

○個々の事情・学力に応じた援助の工

夫をする。 

○生徒自ら次の段階へすすめるよう援

助する。 

○生徒の希望・適性・学力、保護者の

考えを総合し、希望進路が具現化で

きるように援助する。 
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総 
  
合 
 
的 
 
な 
 
学 
 
習 

＜全体＞ 

○先人の生き方から

学ぶ課題に主体的

に取り組めない生

徒が少数見られる。 
 

 
○保護者の理解を求め、読

書資料（図書）の選択を

させる。 

○朝読書の時間を確保し、

読書する習慣を身に付け

させる。 

 
○先人の優れた読書資料の選択を援助

する。 

○読書習慣を身に付けさせる。 
○生徒一人一人が「将来の夢や目標」

をもてる生き方指導を進める。 

 

＜１年＞ 

○地域調べ(1) 
地域に目をむけ興

味あるテーマを見

付けさせる。 

○安全指導を徹底し

訪問先を確保する。 

○地域調べ(2) 
目的を明確にして 

テーマに沿って協

力して活動できる

ように指導する。 

 
○自然環境・地域の特徴な

どの資料を用意する。 

○訪問先を確保する。 

 

 
○班で討議を重ねるとともに、班活動

をしっかりとやる雰囲気づくりをさ

らに進める。社会マナーについては

事前学習に十分な時間をとり、問題

解決学習が進められるよう指導を進

める。 

 

 

○考えをまとめ、発表する機会を設け

る。 
 

＜２年＞ 

○職場体験 

職業について考え、

働いている人の生

き方を学びながら、

自らの生きる力を

育てる。 

○地域調べ(3) 
目的と目的に添っ

た準備を考え、主体

的に考える力を育

成する。 

 

○計画・準備・体験の全体

像を理解させる。 

○体験先への事前訪問を

実施する。 

○体験活動を重視し、各自

の課題を発見し、その解

決の主体的に取り組み、

自ら学ぶ意欲を高め、学

ぶ力を育成する。 

 

 
○地域社会との関わりの中で、積極的

に活動することにより、礼儀や社会

のマナーなどを学び、将来の進路に

役立てる。 
○体験学習等を通して、地域の人材や

施設、事業所を有効に活用すること、

職場体験等キャリア教育の充実を図

る。 

 

＜３年＞ 

○地域調べ(4) 
歴史学習に基づき、

学習テーマを決め

発表する。 

旅行に必要な交通

機関、経路、費用、

時間などの使い方

を計画する。 

◎「生き方」の学習 

卒業の時期をとら

え、自分の生き方に

ついて考えられる

か。 

 
○歴史学習を通して、現代

との違いを文化の変遷を

考えに入れ課題設定す

る。 
○計画を発表し、テーマに

沿って無理のない計画内

容であるか評価しながら

指導する。 

○生徒の発達段階に即した

進路指導を行い、一人一

人の生きる力を育て、自

ら進路を選択する能力を

身に付けさせる。 

 
○発表方法を工夫し、文化発表会にお

いて工夫を凝らし発表する。 

 

○進路選択にあたって、自分の適性・

課題を十分に考えさせ、卒業後の自

分の成長に力を発揮できるようにす

る。 
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