
授業改善プラン  
 １ 年 教科（ 英 語 ） 

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 

コミュニケーション
への関心・意欲・態

度 

○積極的に授業に取り組んで
いる。 
▲書く活動に対して消極的で
ある。 

単語学習の時間を設け、語彙
を増やし書く活動への抵抗を
減らす。 

○積極的に授業に取り組んで
いる。 
▲書く活動に対して消極的で
ある。 

2学期中盤から行った、単語学
習を今後も継続していき、単
語知識を増やしていく。 

書く活動に対して年間を通じ
て改善することができた。来
年度は年度当初から書く活動
を帯活動に取り入れる。 

外国語表現の能力 

○話す活動においては非常に
意欲的である。 
▲場面に応じ即興で答えるこ
とができない。 

パターンプラクティスを多く
取り入れ、実生活に即した場
面設定を行い、会話練習を行
わせる。 

○話す活動においては非常に
意欲的である。 
▲正しい英文で正確に答える
ことはまだできていない。 

学習した言語材料を実生活に
即した場面を与え、練習させ
る機会を増やす。 

パターンプラクティスを多く
取り入れることができた。 
来年度は即興性のある英語が
身につくようパターンプラク
ティスからの応用を取り入れ
る。 

外国語理解の能力 

○読む、聞くことにおいては
大意を理解することができ
る。 
▲一文１０語以上の長めの文
は理解できない生徒が若干名
いる。 

教科書以外の生徒が興味を持
ちやすい英文を用意し、読む
活動を増やす。 

○読む、聞くことにおいては
大意を理解することができ
る。 
▲接続詞、代名詞 it、oneを
含む文を理解できていない。 

教科書以外の英文を読み、聞
きする活動を増やす。その際
代名詞が何を表しているかに
留意させる。 

教科書以外の英文や英語音声
に触れさせることができた。
来年度も継続して教材研究を
行う。 

言語や文化について
の知識・理解 

○基本的な文法事項は理解し
ている。 
▲文法は理解しているがスペ
リング（単語）にやや不安が
ある。 

単語テストを定期的に行い、
語彙を増やす。 

○基本的な文法事項は理解し
ている。 
▲文法は理解しているがスペ
リング（単語）にやや不安が
ある。 

今後は毎時間単語テストを
行っていく。 

単語テストを行うことで語彙
を増やすことができた。今後
も継続していく。 

授業改善の検証方法 
 授業での発問・観察、小テス

ト、定期考査、提出物 
   

      

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～ 

小学校５，６年生に対して出
前授業を行った。また近隣小
学校の授業観察を行った。 

英語という言語に興味を持た
せることができた。まだ場面
に応じた即興性のある英語は
習得できていないので、今後
パフォーマンステストを活用
し即興性のある英語の習得を
目指す。 

語彙の定着のために単語学習
の時間を毎時間取り入れた。 

単語量を増やすことができた
が、読むことはできても書け
ない生徒がまだいる。なので
引き続き単語学習の時間を取
り入れていく。 

年間を通じて文法への知識・
理解を深めることはできた
が、語彙力を高めることが今
後も課題となっていく。 

【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  
 ２ 年 教科（ 英 語 ） 

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 

コミュニケーション
への関心・意欲・態

度 

○積極的に授業に取り組んでい

る。 

▲話す活動において意欲的ではな

い生徒がいる。 

音読活動をより多く行い、英語を

使う事への抵抗をなくす。 

○積極的に授業に取り組んでい

る。 

▲書く活動への積極性は高くな

い。 

英語を話す事への抵抗は少なく

なってきたので、より英語量を増

やせるようスピーキング活動を増

やす。 

帯活動でスピーキング活動を
多く入れることで英語を話す
ことへの意欲が高まった。 

外国語表現の能力 

○スピーチやペアワークに積極的

に取り組んでいる。 

▲完全な文で話すことや書くこと

はまだ難しい。 

Ｑ&Ａ形式の対話活動を帯活動に取

り入れ、基本的な文の受け答えを

習得させる。 

○スピーチやペアワークで簡単な

英語でコミュニケーションをとる

ことができている。 

▲完全な文で話すことや書くこと

はまだ難しい。 

パターンプラクティスを多く取り

入れ、既習事項の言語材料の活用

方法を定着させる。 

対話活動を多く取り入れるこ
とで、基本的な文の受け答え
ができるようになった。来年
度では即興性のある英語を身
につけさせる。 

外国語理解の能力 

○英語を聞いて大意を理解できる

生徒が多い。 

▲接続詞を含む、長い文を理解で

きない。 

英文の中で主語と動詞を理解さ

せ、接続詞を含む文を分解させ理

解させるために教科書の英文で難

解なものは時間をとって意味を考

えさせる時間を取り入れる。 

○英語を読み、また聞いて大意を

理解できる生徒が多い。 

▲知らない単語の意味を前後の文

脈から類推することは難しい。 

単語力の欠如から英文を理解でき

ないことが多いので、授業で単語

学習の時間を継続的に取り入れ

る。 

2学期後半から単語学習を取り
入れ語彙力を身につけさせる
ことができた。今後も継続し
て行う。 

言語や文化について
の知識・理解 

○基礎的な文法事項は習得してい

る。 

▲１年次の３単現のｓや過去形へ

の理解が浅い。 

授業の中で１年次の復習をする時

間を２学期以降定期的に取り入れ

る。 

○基礎的な文法事項は習得してい

る。 

▲不定詞、助動詞への理解が浅

い。 

不定詞を中心に既習事項の復習を

する活動を定期的に取り入れる。 

既習事項の復習をする時間は
とれたが、定着したかを確認
することはできなかった。来
年度では小テストを行う。 

授業改善の検証方法 
 授業での発問・観察、小テス

ト、定期考査、提出物 

   

      

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～ 

小学校５，６年生に対して出
前授業を行った。また近隣小
学校の授業観察を行った。 

英語という言語に興味を持た
せることができた。まだ場面
に応じた即興性のある英語は
習得できていないので、今後
パフォーマンステストを活用
し即興性のある英語の習得を
目指す。 

Q&A形式の対話活動を帯活動と
して取り入れることによっ
て、基本的な英語での会話力
が上がった。 

基本的な英語での受け答えは
できているが、物事や人物を
説明することはまだ難しいの
で、対話だけでなくスピーチ
や人物紹介を今後帯活動に取
り入れていく。 

年間を通じて英語を用いた表
現力や積極的に英語を話す姿
勢を身につけさせることがで
きた。今後、語彙力を高める
ことが課題となっていく。 

 
 
 
 
 
 

【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（ 英 語 ） 

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 

コミュニケーション
への関心・意欲・態

度 

○授業に積極的に取り組んでい

る。 

▲英語を話すことに抵抗を感じて

いる生徒がいる。 

授業の初めにＱ&Ａ形式の帯活動

と、英語の歌を歌う活動を取り入

れ、英語への関心・意欲を高め

る。 

○授業に積極的に取り組んでい

る。 

▲英語を話すことに抵抗を感じて

いる生徒がいる。 

グループ活動を多く取り入れ発表

の場を設けることで、個人の意見

を英語で言う場面を取り入れる。 

帯活動の中で、ペアでの対話
活動を増やすことで英語での
発話量を増やすことができ
た。来年度も継続して行う。 

外国語表現の能力 

○発音が全体的にとても良く、ス

ピーチなどでは相手に伝えようと

一人一人が努力している。 

▲書く活動において正確な英文を

書くことができない生徒が多い。 

２学期以降、テーマに基づいて３

文から５文で自分の意見を書く英

作文の活動を定期的に取り入れ

る。 

○文法や語彙に誤りはあるが、英

語でコミュニケーションをとれて

いる。 

▲書く活動において正確な英文を

書くことができない生徒が多い。 

都立入試を意識し、テーマに基づ

いている文から 3文で自分の意見

を書く英作文の活動を定期的に取

り入れる。 

英作文の活動をすることで、
英語を用いて表現する力は身
につけさせることができた。
より表現力を身につけるため
に、ペアやグループで書いた
英作文を発表させる機会をも
たせることが課題である。 

外国語理解の能力 

○読む、聞くことにおいては大意

を理解することができる。 

▲文法に則った理解や類推ではな

く、単語の意味をつなげてなんと

なく意味を「創作」してしまう面

があり、精確に聞くこと、読むこ

とは苦手。 

英文を文歩的に捉え、教科書を利

用し、英訳、和訳活動を多く取り

入れ、正確な英文理解を目指す。 

○読む、聞くことにおいては大意

を理解することができる。 

▲接続詞や関係代名詞を含む 1文

15語以上の長い英文を理解できな

い生徒が多い。 

長いまとまりのある英文を定期的

に読ませる活動を取り入れ、長文

への抵抗感をなくす。 

年間を通じて音読をした成果
もあり、読んで理解する力、
聞いて理解する力は身につい
た。来年度は日常的にまとま
りのあらう英文に触れさせる
ことで、英文への抵抗をなく
させる。 

言語や文化について
の知識・理解 

○三年次で習得した英文法への理

解は高い。 

▲２年次既習事項の不定詞や比較

表現、受動態を理解していない生

徒が多い。 

２学期以降２年次の復習をする時

間を定期的に取り入れる。 

○三年次で習得した英文法への理

解は高い。 

▲２年次既習事項の不定詞や比較

表現、受動態を理解していない生

徒が多い。 

1年次の復習をすることはできた

ので、今後は 2年次、3年次の復

習をする時間を取り入れていく。 

復習する時間を定期的に取り
入れることができた。文法的
な知識を英会話に応用するこ
とできなかったので、来年度
は身につけた文法で英会話を
する時間を取り入れる。 

授業改善の検証方法  授業での発問・観察、小テス
ト、定期考査、提出物 

   

      

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～ 

小学校５，６年生に対して出
前授業を行った。また近隣小
学校の授業観察を行った。 

英語という言語に興味を持た
せることができた。まだ場面
に応じた即興性のある英語は
習得できていないので、今後
パフォーマンステストを活用
し即興性のある英語の習得を
目指す。 

基本的な英語での受け答えは
できるようになった。今後よ
り状況に応じた英語を使える
ようになるために、グループ
ディスカッションなどを行い
対話活動を増やす。 

英語での発話量は増えたが、
正しい英文を使うことはでき
ていない。様々な状況の中で
英語が使えるよう、ペアワー
ク・グループワークをより取
り入れる。 

年間を通じて文法への知識・
理解を深めることはでき、英
語での発話量を増やすことが
できた。今後は小学校の教員
と確認をし、9年間を見通した
授業プランの作成が課題とな
る。 

 

【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。 


