
授業改善プラン  

 １ 年 教科（  美術  ） 

学力調査・定期考査・生徒の授業アンケート・授業の様子から分析して作成する。 

観 点 

１学期 ２学期 ３学期 

課題分析 具体的な改善プラン 
課題分析 

（授業分析・プランの一次評価） 

一次評価後の 

具体的な改善策 

改善プランの評価 

来年度に向けて 

美術への 

関心・意欲・態度 

・自分なりに物を作ったり、

絵を描いたりすることを楽

しんでいる生徒が多い。 

・集中が続かない生徒がい

る。 

・魅力的な題材開発や、導入

時の工夫などで、生徒の創造

への意欲を更に高めていく。 

・毎時間のめあてや到達度を

示すことで、1時間を大切に使

うよう指導する。 

・題材の工夫により、美術へ

の関心や創造への意欲は高

まった。 

・時間が足りない生徒に関し

ては、時間外に補習を行い、

完成させた。 

・見通しをもった制作が出来

るよう、導入の段階で日程の

計画を立てて取り組むように

する。 

 

発想や構想の能力 

・創作に意欲的ではあるが、

ほどほどで満足しがちであ

り、より良い表現を追求す

ることや、自分なりにこだ

わりをもって作る創意工夫

の意識が全体的に弱い。 

・毎時間のひとりひとりの進

度や表したいことを把握でき

る記録を作ることで、個別の

課題に支援が出来るようにす

る。 

・制作に時間をさきがちであ

り、振り返りの時間が十分に

取ることができていない。 

・毎時間ではなく、課題ごと

に振り返りをおこなうことで

時間を確保し、生徒のつまづ

きや成果を把握していく。 

 

創造的な技能 

・いろいろな材料や道具を使

うことに興味がある。基本

的な道具の扱いは身につい

ているが、表現技法の幅が

狭い。 

・簡単な技法から段階的にレ

ベルアップできるように、小

課題を設定して活動させる。 

・レタリングや陰影など、基

本的な技能は身についてき

た。毎時間人物デッサンを行

い、基礎力を上げている。 

・絵を描く意欲は高いため、

このままデッサンやスケッチ

を積み重ね、基礎力を固めて

いく。 

 

鑑賞の能力 

・自分の表現を振り返り、言

葉で表すことに慣れていな

い。 

・美術館や博物館などに行っ

たことのある生徒が少なく

鑑賞経験があまりない。 

・作品の振り返りを書く際の

視点を提示して、どこに意識

すればいいのかを考えさせ

る。 

・鑑賞を継続的に行い、美術

を身近に感じさせる。 

・自分の表現について言葉で

説明することができるように

なった。 

・基本的な美術史についての

鑑賞をおこなっている。 

・美術鑑賞の時間をもっと継

続的に、日常的に短時間でも

取り入れていく。 

 

授業改善の検証方法 
授業での取り組み、作品、

ワークシート、アンケート 

授業での取り組み、作品、

ワークシート、アンケート 

授業での取り組み、作品、

ワークシート 

授業での取り組み、作品、

ワークシート 

 

      

小中一貫教育の視点 
具体的な取り組み 

（交流・連携等） 
１学期の成果と課題 

１学期の成果を踏まえた 

具体的な改善、追加事項 

２学期までの 

成果と課題 

１年間の成果と 

今後の課題 
自分の力でたくましく 

生きぬく子の育成 

～９年間の継続的な一貫性

のある指導を目指して～ 

基礎的な技能を確実に

身につける。 

個々の表現や、自分が

出来たことを振り返る

場面が少なかった。 

ワークシートなどで自

分の表現を言葉にする

機会を増やす。 

自分の制作に集中できるよう

になったことで、作品につい

て説明できるようになった。

よりこだわりを持たせたい。 

 

【目的】 

○生徒の課題を分析し、適切な指導方法の工夫、改善を行う。 

○生徒、保護者に課題、改善の取り組みを明示し、学校と一体に

なって学力向上へ向けた取り組みを行う。 



授業改善プラン  

 ２ 年 教科（  美術  ） 

学力調査・定期考査・生徒の授業アンケート・授業の様子から分析して作成する。 

観 点 

１学期 ２学期 ３学期 

課題分析 具体的な改善プラン 
課題分析 

（授業分析・プランの一次評価） 

一次評価後の 

具体的な改善策 

改善プランの評価 

来年度に向けて 

美術への 

関心・意欲・態度 

・絵画、彫刻共に全体的に意

欲的に取り組むことが出来

る。 

・集中が続かない生徒が一部

いる。 

・意欲がさらに高まるよう、

絵画彫刻メディアと幅広く題

材を扱っていく。 

・毎時間のめあてや到達度を

示すことで、1時間を大切に使

うよう指導する。 

・どの課題にも意欲的に取り

組んでいる。 

・時間が足りない生徒には、

放課後などに補習を行い仕上

げさせている。 

・課題の導入時に、生徒自身

に計画を立てさせることで、

より見通しをもって制作に取

り組めるようにする。 

 

発想や構想の能力 

・一部、アイディアを練り切

らないまま、制作にうつる生

徒がいる。 

・制作の過程で助言をしなが

ら、自分なりの表現について

考えさせる。 

・作品の説明を書かせること

で、生徒の意図を読み取るこ

とができた。 

・創意工夫のポイントを明示

して、ワークシートなどに書

かせる。 

 

創造的な技能 

・基本的な技能は身について

おり、表したいことを自分な

りに表すことが出来る。 

・進度に差が出る場面があ

る。 

・平面作品、立体作品ともに

幅広く実践していくことで、

基礎的な力をバランスよく

培っていく。 

・補助プリントや個人への声

掛けなど、それぞれの能力に

応じた支援をしていく。 

・平面、立体共に完成度を上

げることができた。 

・授業時間外に制作時間を設

けることで、完成させること

ができた。 

・より計画的に制作が出来る

ように、残り時数の予定表を

配布する。 

 

鑑賞の能力 

・自分の表現を振り返り、言

葉で表すことが苦手な生徒が

いる。 

・日本と諸外国の美術や文化

について関心が低い。 

・ワークシートなどで自分の

表現を言葉にする機会を作っ

ていく。 

・授業の中で継続的に芸術の

鑑賞時間を設定していく。 

・作品の説明を書くことで、

自分の表現を振り返ることが

できていた。 

・鑑賞の時間を継続的には行

うことができなかった。 

・生徒同士の相互干渉の時間

も確保する。 

 

授業改善の検証方法 
授業での取り組み、作品、

ワークシート、アンケート 

授業での取り組み、作品、

ワークシート、アンケート 

授業での取り組み、作品、

ワークシート 

授業での取り組み、作品、

ワークシート 

 

      

小中一貫教育の視点 
具体的な取り組み 

（交流・連携等） 
１学期の成果と課題 

１学期の成果を踏まえた 

具体的な改善、追加事項 

２学期までの 

成果と課題 

１年間の成果と 

今後の課題 

自分の力でたくましく 

生きぬく子の育成 

～９年間の継続的な一貫性

のある指導を目指して～ 

身につけた技能を基

に、自分なりに表した

いことをみつける。 

制作が遅れがちな生徒

に関わりすぎた。 

ひとりひとりの表したいこ

とに合わせて支援ができる

ように、授業記録のシート

を改善する。 

授業記録だけでなく、制作の

見通しが持てる計画表を作成

していく。 

 

【目的】 

○生徒の課題を分析し、適切な指導方法の工夫、改善を行う。 

○生徒、保護者に課題、改善の取り組みを明示し、学校と一体に

なって学力向上へ向けた取り組みを行う。 



 

授業改善プラン  

 ３ 年 教科（  美術  ） 

学力調査・定期考査・生徒の授業アンケート・授業の様子から分析して作成する。 

観 点 

１学期 ２学期 ３学期 

課題分析 具体的な改善プラン 
課題分析 

（授業分析・プランの一次評価） 

一次評価後の 

具体的な改善策 

改善プランの評価 

来年度に向けて 

美術への 

関心・意欲・態度 

・絵に対する苦手意識が強

い。 

・授業時間に集中して制作を

行っているが、見通しが立て

られない生徒もいる。 

・意欲を更に高めるため、興

味がわくような題材研究をお

こなっていく。 

・授業のねらいを明示して、

目標をもって活動が出来るよ

うにする。 

・苦手意識をもたないような

技法を取り入れて授業を行っ

たことで、生徒たちが満足感

のもてる制作をしている。 

・時間ごとの目標は達成する

努力をするようになった。 

・計画的な制作が出来るよう

に、今後の時数と計画を提示

する。 

 

発想や構想の能力 

・1学期中に扱えた題材が一題

材だったため、生徒の創意工

夫が発揮される場面が少な

かった。 

・絵画、彫刻、メディアなど

幅広い題材を扱い、生徒が創

意工夫を発揮できる場面をた

くさん作っていく。 

・モダンテクニックの活用や

鑑賞など、いろいろな視点か

ら授業に取り組んだことで、

様々な場面で創意工夫が見ら

れた。 

・アイディアを学級内で共有

できるよう、振り返りシート

などの共有をしていく。 

 

創造的な技能 

・1学期中に扱えた題材が一題

材だったため、生徒の技能が

発揮される場面が少なかっ

た。 

・身に付けたい力を明確にし

た授業を行っていく。 

・平面作品、立体作品ともに

幅広く実践していくことで、

基礎的な力をバランスよく

培っていく。 

・絵、立体、デザイン、鑑賞

など一通りの表現を扱うこと

で、生徒の技能がそれぞれの

場面で発揮された。 

・３年間のまとめとして、自

分の表現や思いと向き合うこ

との出来る題材を扱う。 

 

鑑賞の能力 

・作品や表現について、自分

なりの意見を主張することが

苦手な生徒がいる。 

・美術鑑賞だけでなく、互い

の作品の鑑賞の時間をしっか

りと取ることで、自分の考え

を表現する力をつけていく。 

・鑑賞の中で、いろいろな表

現について自分なりの思いを

もって作品を味わうことが出

来ていた。 

・相互鑑賞の時間を取り、生

徒自身が今考えていることを

お互いに共有できる時間を取

る。 

 

授業改善の検証方法 
授業での取り組み、作品、

ワークシート、アンケート 

授業での取り組み、作品、

ワークシート、アンケート 

授業での取り組み、作品、

ワークシート 

授業での取り組み、作品、

ワークシート 

 

      

小中一貫教育の視点 
具体的な取り組み 

（交流・連携等） 
１学期の成果と課題 

１学期の成果を踏まえた 

具体的な改善、追加事項 

２学期までの 

成果と課題 

１年間の成果と 

今後の課題 
自分の力でたくましく 

生きぬく子の育成 

～９年間の継続的な一貫性

のある指導を目指して～ 

自分の表現を追求でき

るような創作活動。 

1題材しか扱うことが

出来なかった。 

幅広く題材を扱う。個々の

思いを吸い上げ、表現でき

る場を作る。 

残りの時間を有意義に

使えるよう計画的に進

めていく。 

 

 

【目的】 

○生徒の課題を分析し、適切な指導方法の工夫、改善を行う。 

○生徒、保護者に課題、改善の取り組みを明示し、学校と一体に

なって学力向上へ向けた取り組みを行う。 


