
授業改善プラン  

 １ 年 教科（ 理科 ） 

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 

自然事象への関心・

意欲・態度 

○自然事象への関心が

高いが持続性がなく、

集中力が続かない生徒

が複数いる。 

・生徒の興味・関心を引

くことがらをたくさんと

り入れ、授業にメリハリ

を付けて飽きさせないよ

うにする。 

○物理分野、化学分野

になり、1学期よりも

集中力が続かない生徒

が増えている。 

・日常に関係する事柄を

とり入れ、飽きさせない

ようにする。 

・日常に関すること、生

徒の興味・関心を引くこ

とがらをとり入れて、生

活と授業の内容とが関連

するように授業を組み立

てる。 

科学的な思考・表現 

○科学的な思考を行う

ための基礎知識がまだ

不十分である。 

・単元の最後に科学的

な思考を必要とする課

題を与え考えさせる。 

○文章で答えることが

苦手な生徒が多い。 

・授業プリントに文章

で答えるような課題を

増やす。 

・科学的な思考、文章

での表現を各授業で行

う。 

観察・実験の技能 

○実験器具の扱いにつ

いて得意な生徒と苦手

な生徒とに分かれる。 

・全員がガスバーナー

などを使う機会を増や

し、安全指導を徹底す

る。 

○実験器具の使い方が

身についてきたが、目

盛りの読み方などがま

だ不十分である。 

・さまざまな実験器具

を使わせ、その都度目

盛りの読み方を確認す

る。 

・全員が実験を行える

ような班構成にし、実

験器具の扱いについて

全員のテストを行う。 

自然事象についての

知識・理解 

○知識の定着がなかな

か進まない。 

・正答率が低かった問

題を次回の試験で一部

出題する。 

○科学的な思考のため

の基礎知識がまだ足り

ない。 

・正答率が低かった問

題を次回の試験で一部

出題する。 

・定期試験で正答率が

低かった問題を次回の

試験で出題する。 

授業改善の検証方法 

授業内での態度や課題、小テストや定期テストの

点数の推移 

授業内での態度や課題、小テストや定期テストの

点数の推移 

授業内での態度や課

題、小テストや定期テ

ストの点数の推移 

 ・前時の復習テストを引き続

き行い、定期テストの点数の

推移を常に確認していく。 

      

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～ 

情報交換 

小中の関連単元の確認

と重点項目の確認。 

小学校で習ったことを

もとにして授業が深ま

ることが複数回あっ

た。 

小学校の理科の内容を

復習するように授業を

組む。 

多くの授業で、小学校

で習った内容を確認し

ながら行うことができ

た。 

小学校で習ったことを

もとにして授業が深ま

ることが複数回あっ

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。 



授業改善プラン  

 ２ 年 教科（ 理科 ） 

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 

自然事象への関心・

意欲・態度 

○自然事象への関心・

意欲はあるが、苦手意

識をもっている女子生

徒が多い。 

・女子生徒の興味・関心

を引くようなことがらを

たくさん授業に取り入れ

る。 

○自然事象への関心・

意欲はあるが、変わら

ず苦手意識をもってい

る女子生徒が多い。 

・日常に関係する事柄を

とり入れ、飽きさせない

ようにする。 

・日常に関すること、生

徒の興味・関心を引くこ

とをとり入れ、生活と授

業の内容とが関連するよ

うに授業を組み立てる。 

科学的な思考・表現 

○科学的な思考を行う

ための基礎知識がまだ

不十分である。 

・単元の最後で科学的

な思考を必要とする課

題を与え考えさせる。 

○原子の種類を覚え、

目に見えないサイズの

粒子のふるまいを考え

られるようになった。 

・授業プリントに文章

で答えるような課題を

増やす。 

・科学的な思考、文章

での表現を各授業で行

う。 

観察・実験の技能 

○実験には積極的に参

加する生徒が多いが、

加熱操作などが苦手な

生徒がいる。 

・マッチやガスバー

ナー、メスシリンダー

など実験器具を使う機

会を増やす。 

○実験の記録の取り方

が上手になったが、依

然として加熱操作など

が苦手な生徒がいる。 

・加熱操作を実験に取

り入れる。 

・全員が実験を行える

ような班構成にし、実

験器具の扱いについて

全員のテストを行う。 

自然事象についての

知識・理解 

○男女で知識の定着に

差がある。 

正答率が低かった問題

を次回の試験で一部出

題する。 

○男女で知識の定着に

差がある。 

・正答率が低かった問

題を次回の試験で一部

出題する。 

・定期試験で正答率が

低かった問題を次回の

試験で出題する。 

授業改善の検証方法 

授業内での態度や課題、小テストや定期テストの

点数の推移 

授業内での態度や課題、小テストや定期テストの

点数の推移 

授業内での態度や課

題、小テストや定期テ

ストの点数の推移 
      

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～ 

情報交換。 

小中の関連単元の確認

と重点項目の確認。 

錆びなど身近な化学

変化について小学校

で習ったことにつな

げることができた。 

他の分野でも小学校で

習ったことにつなげる

ようにする。 

生命を維持するはたら

きについても小学校で

習ったことを確認する

ことができた。 

個別の支援を充実さ

せ、小学校で習ったこ

とを思い出させる。 

【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（ 理科 ） 

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 

自然事象への関心・

意欲・態度 

○自然事象に対する意

欲はあるが、理科に苦

手意識をもっている生

徒が多い。 

・生徒の興味・関心を引

くようなことがらを授業

に盛り込み、できるだ

け、本物を用意する。 

○理科は暗記だと考え

ている生徒が多い。 

・日常に関係する事柄を

とり入れ、考えることが

重要であることを示す。 

・生徒の興味・関心を引

くことをとり入れて、日

常生活と授業の内容とが

関連するように授業を組

み立てる。 

科学的な思考・表現 

○科学的な思考を行う

ための基礎知識がまだ

まだ不十分である。 

・単元の最後で科学的

な思考を必要とする課

題を与え考えさせる。 

○さまざまな事象のイ

メージが明確にはもて

ていないように感じ

る。 

・ICTを活用し、明確

なイメージがもてるよ

うにビジュアル的な資

料を増やす。 

・科学的な思考、文章

での表現を各授業で行

う。 

観察・実験の技能 

○実験器具の扱いに慣

れるのにさらに時間が

必要と感じる。 

・観察や実験をたくさ

ん行い、操作に慣れさ

せる。 

○実験器具の扱いには

かなり慣れてきた。 

・さまざまな実験器具

を使わせ、その都度目

盛りの読み方を確認す

る。 

・全員が実験を行える

ような班構成にし、実

験器具の扱いについて

全員のテストを行う。 

自然事象についての

知識・理解 

○知識が定着していな

い生徒がいる。 

・正答率が低かった問

題を次回の試験にも出

題する。 

○知識が定着していな

いので、考える材料が

足りない生徒がいる。 

・正答率が低かった問

題を次回の試験で一部

出題する。 

・定期試験で正答率が

低かった問題を次回の

試験で出題する。 

授業改善の検証方法 

授業内での態度や課題、小テストや定期テストの

点数の推移 

授業内での態度や課題、小テストや定期テストの

点数の推移 

授業内での態度や課

題、小テストや定期テ

ストの点数の推移 
      

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～ 

情報交換。 

小中の関連単元の確認

と重点項目の確認。 

小学校や１・２年生の

時に習ったことがらを

確認しながら指導して

いく必要がある。 

授業の導入で小学校で

習った内容の確認を入

念に行う。 

小学校での内容や１、

２年の内容を確認しな

がら授業を行うことが

できた。 

個別の支援を充実さ

せ、小学校で習ったこ

とを思い出させる。 

 

【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。 


