
授業改善プラン 

 １ 年 教科（ 保健体育 ） 

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 

保健体育への 

関心・意欲・態度 

○保健体育への意欲は高い。 

▲苦手なことに対して、消極

的になることがある。 

リーダーを育成し、クラス

全体で意欲的に授業に取り

組む雰囲気づくりを行う。 

○保健体育への意欲が高い生徒

が増えた。 

▲新しいことへの挑戦に消極的

な生徒が若干名いる。 

体育係を中心に、クラス全

体で意欲的に授業に取り組

む雰囲気づくりを行う。よ

り個別に応じたスモールス

テップでの指導を行う。 

リーダーを育成し、クラス全体で

意欲的に授業に取り組む雰囲気づ

くりを行う。段階的に挑戦できる

ようスモールステップで指導す

る。 

思考・判断 

○自ら考え行動に移すことの

できる生徒が若干名いる。 

▲考えを表現することができ

ない生徒がいる。 

自ら考え行動に移しやすく

なるよう、見本を提示しな

がら、考えるきっかけづく

りをする。 

○指示がなくても準備や片付け

を率先して行える生徒がいる。 

▲能動的な言動が少ない生徒が

若干名いる。 

自ら考え行動に移しやすく

なるよう、見本を提示しな

がら、考えるきっかけづく

りをする。 

授業の流れを提示し、自主的に取

り組めるようにする。思考判断が

伴い、自由に表現できる仕組みを

つくる。 

技能 

○技能習得のために意欲的に

取り組んでいる。 

▲技能習得には時間がかかる

生徒が数名いる。 

基礎・基本からスモールス

テップで、技能が習得でき

るよう支援する。 

○技能習得のために意欲的に取

り組んでいる。 

▲技能習得には時間がかかる生

徒が数名いる。 

基礎・基本からスモールス

テップで、技能が習得でき

るよう支援する。 

基礎・基本からスモールステップ

で、技能が習得できるよう支援す

る。また、技能に応じて個別にも

対応する。 

知識・理解 

○授業内容を理解し、実生活

に活用しようとする生徒が数

名いる。 

▲勉強を全くせずにテストに

臨む生徒がいる。 

興味をもって授業に取り組

み、知識を得られるよう工

夫していく。 

○授業内容を理解し、実生活に

活用しようとする生徒がいる。 

▲勉強を全くせずにテストに臨

む生徒が若干名いる。 

身近な話題で興味をもた

せ、実生活に活用できる知

識を得られるよう工夫して

いく。 

ＩＣＴ機器等を利用しながら、興

味をもって授業に取り組み、知識

を得られるよう工夫していく。 

授業改善の検証方法 
定期テスト、ワークシート、

授業への取り組み姿勢など 

定期テスト、ワークシー

ト、授業への取り組み姿勢

など 

定期テスト、ワークシート、授

業への取り組み姿勢など 

定期テスト、ワークシー

ト、授業への取り組み姿勢

など 

定期テスト、ワークシート、授業

への取り組み姿勢など 

      

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６年の体力測定の結果

を提示し、体力向上のため

の意識付けを行った。 

体力測定の全ての種目

で、ほぼ全員の生徒が去

年の値を上回ることがで

きた。 

体力測定での具体的な数値

目標を可視化し、意欲を高

めた。 

苦手なことに対して、ス

モールステップでの指導

を行い、できたことへの

達成感を意欲につなげ

た。 

体力測定の結果を分析

し、個別の課題に応じて

指導する。 

 

【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。 



 

授業改善プラン  

 ２ 年 教科（ 保健体育 ） 

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 

保健体育への 

関心・意欲・態度 

○保健体育への関心は非常に

高い。 

▲苦手なことに対して、消極

的になることがある。 

目標を明確にし、クラス全

体で意欲的に授業に取り組

む雰囲気づくりを行う。 

○保健体育への関心は非常に高

い。 

▲苦手なことに対して、消極的

になる生徒が若干名いる。 

個別の目標を明確にするこ

とで、全体だけでなく、個

人へのアプローチを行う。 

引き続きクラス全体でさらに意欲

的に授業に取り組む雰囲気づくり

を行う。個別に応じた目標を設定

させる。 

思考・判断 

○自ら考え、教えあう行動に

移すことのできる生徒がい

る。 

▲常に受け身な姿勢になって

いる生徒が数名いる。 

自ら考え行動に移しやすく

なるよう、見本を提示しな

がら、考えるきっかけづく

りをする。 

グループ活動を多く取り入れる

ことで、自主的に行動できる生

徒が増えた。 

より充実したグループ活動

が多くなるよう、アクティ

ブラーニングを行う。 

授業の流れを提示し、自主的に取

り組めるようにする。思考判断が

伴い、自由に表現できる仕組みを

つくる。 

技能 

○技能習得のために意欲的に

取り組んでいる。 

▲意欲的に取り組んでいるが

技能習得には時間がかかる生

徒がいる。 

基礎・基本からスモールス

テップで、技能が習得でき

るよう支援する。 

○技能習得のために意欲的に取

り組んでいる。 

▲意欲的に取り組んでいるが技

能習得には時間がかかる生徒が

いる。 

基礎・基本からスモールス

テップで、技能が習得でき

るよう支援すると同時に、

発展的な技能を習得できる

ようにも支援する。 

基礎・基本からスモールステップ

で、技能が習得できるよう支援す

る。また、技能に応じて個別にも

対応する。 

知識・理解 

○授業内容を理解し、実生活

に活用しようとする生徒が数

名いる。 

▲勉強を全くせずにテストに

臨む生徒がいる。 

興味をもって授業に取り組

み、知識を得られるよう工

夫していく。 

○授業内容を理解し、実生活に

活用しようとする生徒が数名い

る。 

▲勉強を全くせずにテストに臨

む生徒がいる。 

身近な話題で興味をもた

せ、実生活に活用できる知

識を得られるよう工夫して

いく。 

ＩＣＴ機器等を利用しながら、興

味をもって授業に取り組み、知識

を得られるよう工夫していく。 

授業改善の検証方法 
定期テスト、ワークシート、

授業への取り組み姿勢など 
定期テスト、ワークシー

ト、授業への取り組み姿勢

など 

定期テスト、ワークシート、授

業への取り組み姿勢など 
定期テスト、ワークシー

ト、授業への取り組み姿勢

など 

定期テスト、ワークシート、授業

への取り組み姿勢など 

      

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～ 

中学１年の体力測定の結果

を提示し、体力向上のため

の意識付けを行った。 

体力測定の全ての種目

で、ほぼ全員の生徒が去

年の値を上回ることがで

きた。 

体力測定での具体的な数値

目標を可視化し、意欲を高

めた。 

発展的な技能を習得した

い生徒への対応も行う。 
体力測定の結果を分析

し、個別の課題に応じて

指導する。 

【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。 



 

授業改善プラン  

 ３ 年 教科（ 保健体育 ） 

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 

保健体育への 

関心・意欲・態度 

○保健体育への関心は非常に

高く、何事にも一生懸命取り

組む。 

クラス全体でさらに意欲的

に授業に取り組む雰囲気づ

くりを行う。 

○保健体育への関心は非常に高

く、何事にも一生懸命取り組

む。 

生涯に渡って、自己を高め

られるよう指導する。 

意欲をより高められるよう、段階

的に挑戦できるようスモールス

テップで指導する。 

思考・判断 

○自ら考え行動に移すことの

できる生徒が多い。 

▲自らの考えを表現すること

を苦手な生徒がいる。 

自ら考え行動に移しやすく

なるよう、見本を提示しな

がら、考えるきっかけづく

りをする。 

○自ら考え行動に移すことので

きる生徒が多い。 

▲自らの考えを表現することを

苦手な生徒がいる。 

リーダーを中心としたグ

ループ活動のなかで、表現

する機会を増やす。 

ワークシートを活用し、考えを表

現しやすくするよう工夫をする。 

技能 

○技能習得のために意欲的に

取り組んでいる。 

▲意欲的に取り組んでいるが

技能習得には時間がかかる生

徒がいる。 

基礎・基本からスモールス

テップで、技能が習得でき

るよう支援する。レベルに

応じて発展的な挑戦ができ

るようにする。 

○技能習得のために意欲的に取

り組んでいる。 

▲意欲的に取り組んでいるが技

能習得には時間がかかる生徒が

いる。 

基礎・基本からスモールス

テップで、技能が習得でき

るよう支援する。レベルに

応じて発展的な挑戦ができ

るようにする。 

個に応じて基礎・基本からじっく

りと時間をかけて技能が習得でき

るよう支援する。 

知識・理解 

○授業内容を理解し、実生活

に活用しようとする生徒が数

名いる。 

▲学習内容の定着が不十分な

生徒がいる。 

興味・関心を高められる授

業を展開し、学んだことを

実生活に活かせるようにす

る。 

○授業内容を理解し、実生活に

活用しようとする生徒が数名い

る。 

▲学習内容の定着が不十分な生

徒がいる。 

身近な話題で興味をもた

せ、実生活に活用できる知

識を得られるよう工夫して

いく。 

授業に集中できるよう、状況に応

じた授業の展開を工夫する。 

授業改善の検証方法 
定期テスト、ワークシート、

授業への取り組み姿勢など 

定期テスト、ワークシー

ト、授業への取り組み姿勢

など 

定期テスト、ワークシート、授

業への取り組み姿勢など 

定期テスト、ワークシー

ト、授業への取り組み姿勢

など 

定期テスト、ワークシート、授業

への取り組み姿勢など 

      

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～ 

中学２年の体力測定の結果

を提示し、体力向上のため

の意識付けを行った。 

体力測定の全ての種目

で、ほぼ全員の生徒が去

年の値を上回ることがで

きた。 

体力測定での具体的な数値

目標を可視化し、意欲を高

めた。 

発展的な技能を習得した

い生徒への対応も行う。 
体力測定の結果を分析

し、個別の課題に応じて

指導する。 

 

【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。 


