
授業改善プラン  

 １ 年 教科（ 国 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 

国語への 

関心・意欲・態度 

一部に、教科書を開いて学

習に入るところの、切り替え

ができない生徒がある。家庭

学習が定着していない。 

授業力としての導入の工

夫。もしくは、授業規律の見

直し。家庭学習の内容を小テ

ストとして成果にする。 

授業の準備として忘れ物や

ノート等の未提出に課題があ

る。意欲面ではクラスが両極

化している。 

集中力が高い授業の始め 30分

にねらいを絞り、後半は意欲

を継続させるようグループ学

習や活動を取り入れる。 

物語の読み聞かせを集中して

聞くことができる。書くこと

を習慣化するため、ノートを

毎時回収し評価する。 

話す・聞く能力 

教師の指示を何度も聞き直

す生徒があり、聞き取りテス

トの結果も思わしくない。 

 ゆっくりと指示を出す、板

書で補助する。級友の発言を

聞いてメモを取る練習。聞き

取りメモのノート指導。 

物語を聞くときに集中力があ

る。スピーチは個人差がある

が、おおむね抵抗なくできて

いる。 

教師の話を聞きながら声を発

する習慣を正したい。教師の

話を短く区切り、間に意見交

換や発言、音読を挟む。 

聞き取りテストを行い、聞き

ながらメモを取る作業に慣れ

た。話し合い活動は司会・書

記の分担に慣れてきた。 

書く能力 

書く作業に取り組めない生

徒がある。漢字の書き取りな

ど、単純作業に集中できな

い。または、極端に遅い。 

聞き取りテストで点数化

し、聞きながらメモを取る練

習と自覚を促していく。視写

の時間を取り入れる。 

黒板を書き写す作業や、漢字

の書き取りに対する耐性を鍛

えることが課題。 

書写の授業を生かし、字を書

くことに楽しみを見出し面倒

と思わずこつこつと取り組ま

せる力をつける。 

黒板一枚分の板書に慣れてき

た。一部ノートを書いていな

いため提出しない生徒は、授

業規律から見直したい。 

読む能力 

教師の口頭での発問に対し

て、考えを述べることができ

るが、文章問題を正確に読み

取ることや解答欄に合うよう

に書くことが苦手である。 

 何度も読む、じっくり読

む、問題文に線を引くなど、

一つ一つ積み重ねていく。問

題文を声に出して読む。 

音読は力がついてきている。

黙読し内容を読み取るための

思考の時間の集中力を学級全

体で高めていきたい。 

音読し、何度も同じ文章を読

むこと。問題文を音読するこ

とを続けていく。思考のポイ

ントとなる箇所に線を引く習

慣をつける。 

音読は前向きに取り組んでい

る。短い文章や詩の音読は皆

の前で発表もできる。何度も

音読することや黙読の習慣を

つけたい。 

言語についての 

知識・理解・技能 

既習の漢字でも、平仮名で

済ませる傾向がある。根気強

く反復して書く学習に飽きや

すい。 

範囲を細かく区切って授業

内で漢字小テストを行う。漢

字パズルや部首クイズなどで

関心を高める。 

漢字に興味をもてるようなク

イズ形式の問題は意欲的に取

り組めたが、すべての漢字に

クイズの時間をとれない。 

導入として一部漢字に触れる

クイズ等を行い、そこから自

力でドリル形式の反復練習に

取り組める力をつける。  

授業内の漢字テストが定着し

ている。一部、テストに集中

できない生徒は、授業規律か

ら見直したい。 

授業改善の検証方法 

 ・ノート 

・授業内での発言、発表 

・ワークシート 

・小テスト 

 ・ノート 

・授業内での発言、発表 

・ワークシート 

・小テスト 

・ノート 

・授業内での発言、発表 

・ワークシート 

・小テスト 

      

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～ 

小学校で学習した漢字、部首

の確認をゲーム形式で行い、

小学校教員にサポートに入っ

てもらった。 

自主学習を積み上げて来な

かった生徒に自主学習の習慣

をつける。 

ペア学習を取り入れ、集中や

切り替えが苦手な生徒を取り

込む学習形態を適宜取り入れ

る。 

課題は静かに書き取りなど単

純作業をする時間を作るこ

と。 

今後の課題は、説明的文章の

構成や古文など、音読だけで

はなく読解を深める。 

【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（ 国 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 

国語への 

関心・意欲・態度 

授業では一部の男子の発言

回数が多く、間違えて恥ずか

しい思いをしたくない女子と

の差がある。 

学級内の学力の違いによる

消極性は、机間指導や班学習

で補い合う。発表や班学習の

前に個人で書き準備する時間

を十分に設ける 

男子優勢の傾向があるが、一

部の女子も挙手するように

なった。自信のない生徒をほ

めることに効果があった。 

さらにほめる。足りない意見も他

と紐づけることで認めたり、ノー

トのコメントや作文を全体に発表

するなど、多くの生徒が活躍でき

る授業にする。 

提出物や小テストへ取り組む

意欲は全体的に高い。当たり

前のことを当たり前にできて

いることを褒めていく。生徒

の発言を授業に取り入れる。 

話す・聞く能力 

自分以外の人の意見を黙っ

て最後まで聞く習慣を全員に

身に付けさせたい。また発言

に消極的な生徒が、聞くこと

のみに徹している。 

学力の違いによる消極性

は、机間指導や班学習で補い

合う。発表や班学習の前に個

人で書き準備する時間を十分

に設ける。 

聞き取りテストに個人差が大

きい。班学習は生徒同士が補

い合えるので継続していきた

い。 

教師が話すスピードや間の取

り方に配慮する。聞き取り教

材を活用し、出題の形式に慣

れさせる。 

全体の前で発言・発表することが

苦手な生徒には、機会を多く設け

て簡単な内容から慣れさせてい

く。聞き取りテストの解説を詳し

くし、さらに意欲を高めたい。 

書く能力 

課題は、板書以外のメモや

気づき、自主学習を書くノー

ト下段を充実させていくこ

と。作文に対する意欲。 

聞き取りテストで聞きながら

メモをとる練習をする。書く

物理的な時間を設ける。作文

は少ない字数から練習する。 

書くことに対する意欲が高

まった。話を聞き取ろうと

し、それをメモする姿勢を

とっている。 

ノートの内容が多いと聞き取

りメモが取れないので、生徒

の聞き取る力を生かした板書

計画に徐々にしていく。 

ノートに書き写す以外の聞き

取りメモを充実させたい。作

文指導を本格化させ、二百字

作文の反復練習を行う。 

読む能力 

長い文章の黙読と問題文の

指示を正確に読み取ること。

字数の多い解答を求める問題

に対する苦手意識がある。 

全員での音読を行う。文章に

線を引く習慣をつける。問題

文も音読して慣れ、黙読でき

るようにする。 

読解による記述問題は、初め

から苦手意識をもつ生徒を抽

出し、個別に読み取ることで

取り組めている。 

記述問題を絞り、時間をと

り、答え合わせと解説を丁寧

に行う。振り返りに重点をお

く。 

ペアの音読ワークが定着し

た。読解問題を解くなどの演

習に重点を置いていく。 

言語についての 

知識・理解・技能 

作文に使う語彙が貧弱であ

る。漢字でなく平仮名で書い

て済ましている。文法の理解

と実践に差がある。 

授業で全員に意味調べの時間

を設け、辞書を引く習慣を身

に付ける。熟語の構成や意味

を学び、例作文で練習する。 

辞書を引くことに慣れた。一

つの語に関連して熟語や読み

方をその場で確認している。

こつこつと語彙を増やしつつ

ある。 

語彙を増やすため、授業で一

つ以上言葉の調べ学習や解説

をする。文法は副教材を活用

する。 

国語辞書を引く学習は集中

し、語彙に対して好奇心を抱

き学習できている。調べ学習

を共有する学習を取り入れた

い。 

授業改善の検証方法 
 ・ノート 

・授業内での発言、発表 

・ワークシート ・小テスト 

 ・ノート 

・授業内での発言、発表 

・ワークシート ・小テスト 

・ノート 

・授業内での発言、発表 

・ワークシート ・小テスト 
      

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～ 

古文「枕草子」で小５での既

習事項を確認し、内容を深め

暗唱した。 

暗唱には前向きで、一度学習

したという経験が大きいと感

じた。重要古語を覚え、古典

学習に意欲的に取り組めた。 

一学期の暗唱テストで自信を

得て、さらによい朗読のため

の工夫ができるようになっ

た。 

古文の暗唱から百人一首暗唱

へとつながり、行事へ向けて

学級一体で学習し相乗効果を

得ている。 

生徒自ら考え、それを取り入

れて学習を深めていく。意見

を書いたり発言する機会を増

やす。 

【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（ 国 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 

国語への 

関心・意欲・態度 

漢字や書写では全員が集中し

て学習している。自分の意見

を書くこと、発表することに

消極的なのが課題。 

授業では、他の意見を認める

雰囲気や他の考えを引き出す

発言を大切にし、促してい

く。 

授業の内容にに対して積極的

で、自分がつけたい力を具体

的に示し学習している生徒も

いる。 

話し合い活動を多くする。集

団討論の形式をとり、より公

的な話し合いの練習を重ね

る。 

話し合いや発表が効果的に働

き、足並みを揃えてものの見

方や考えを深めることができ

ている。提出物も意欲的だ。 

話す・聞く能力 

発表が苦手である。自分の意 

見や考えを表現することに慣 

れる練習が必要。班学習は、 

話し合いを活性化させたい。 

発表の苦手意識は、班単位等

から練習を積み上げる。思考

し書く時間を確保する。個別

指導。ワークシートの工夫。 

スピーチの原稿の内容がレベ

ルアップしている。書く力が

ついたことで発言する力につ

ながっている。 

自ら挙手し発言することは学

級の雰囲気として活発ではな

いが、前に出てスピーチをす

る機会を多くする。 

作文など原稿を用意し、発表

に不安がないようにすること

で、スピーチの経験を積ん

だ。 

書く能力 

作文は、自分の考えを文章化

することに苦労している。書

き出しが遅い→作文の構成を

自分のものにできていない。 

作文は、作文メモで内容や構

成を下書きするワークシート

を用意する。二百字作文を反

復練習し、型を覚える。 

文字を書くことに意欲的だ

が、自分の意見をまとめたり

考察する力が弱い。 

考える時間を確保すること

と、他の意見に触れて考えを

広める機会を多くする。よい

作文の例を多く読み上げる。 

班ごとにそれぞれの作文を共有し

た。他の作文を読むことで学び合

いができた。二百字作文に向けて

時間内に書く練習をした。 

読む能力 

課題は、長い文章を黙読する

ことと、ワークの問題文の指

示を正確に読み取ること。字

数の多い解答を求める問題へ

の苦手意識を払拭すること。 

説明文の構成を理解し、時間

内に解く実践練習を重ねる。

問題文に対する解答の仕方

や、指示通りの解答の書き方

を注意深く確認していく。 

受検を意識し、時間内に文章

を読み、問題文を理解する練

習をした。自分が苦手な傾向

をつかむことを促した。 

入試問題形式でポイントを P

さえながら練習していく。問

題に対する答えを明確に書く

ことを意識させる。 

入試に向けて問題演習を積み

重ねた。時間内に解くことを

意識させ、すべての問題に答

えられるように時間配分を計

画した。 

言語についての 

知識・理解・技能 

漢字練習に対する意欲に差が

ある。習慣として身に付いて

いる生徒とそうでない生徒の

差が小テストに出ている。 

言語に対する知識と文法に対

する確認テストを行う。意欲

を高め、自分で調べて語彙を

増やしていく。 

漢字テストはほとんどの生徒

がしっかり取り組み、成果を

上げている。漢字をよりどこ

ろとして国語への自信を高め

ている。 

熟語や文法などの言語事項の

総復習を行う。 

入試を意識した漢字練習を行

い、その場で確認した。わか

らない漢字を辞書で調べる習

慣が身に付いた。 

授業改善の検証方法 
 ・ノート 

・授業内での発言、発表 

・ワークシート ・小テスト 

 ・ノート 

・授業内での発言、発表 

・ワークシート ・小テスト 

・ノート 

・授業内での発言、発表 

・ワークシート ・小テスト 
      

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～ 

９年前に学習した平仮名の書き取

りを、書写の授業で確認した。文

字は国語学習の積み上げのスター

トであることから、字を丁寧に書

く意識を持たせた。 

漢字の採点は厳しめであったかも

しれない。ノート、ワークシー

ト、漢字テストの文字を丁寧に正

確に書くようになっている。 

漢字テストの採点は厳しくし、細

かい部分も正確に書くよう促し

た。書写の授業ではよいところを

たくさんほめて自信をもたせた。 

字を丁寧に書くことが習慣となっ

た。書写の授業では集中して書く

ことの気持ち良さを実感できた。 

作文に自信をもち、意欲的に取り

組む姿勢が育った。自己紹介やス

ピーチなど、新しい環境でも自信

をもって挑戦できるように、よい

ところをどんどん褒めた。  

【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。 


