
授業改善プラン  

 １ 年 教科（ 社会 ） 

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 

社会的事象への 

関心･意欲･態度 

・全体的に意欲が高い。 

・集中が持続しない生徒

が一部いる。 

・映像や写真、絵画資料

など、視聴覚教材を多用

しながら、生徒の興味関

心をさらに高める。 

・複数資料の読解に課題

が多い。 

・社会科への苦手意識を

もつ生徒への支援。 

・複数資料や複数の情報

を読み取る課題を与え

る。また、ペアワークな

どの教え合いを行う。 

 

社会的な 

思考･判断･表現 

・自信を持って意見を書

くことができているが、

単一の視点になりがち。 

・２つ以上の視点や、立

場を変えて意見を考えて

みるように促す。 

・徐々に多角的な視点を

もてるようになってき

た。 

・歴史分野での対立な

ど、教え込みでなく、特

定の立場から考えさせる

活動を取り入れる。 

 

資料活用の技能 

・資料から情報を取り出

す力は非常に高い。 

・視聴覚教材と関連させ

ながら、様々な資料の読

解に取り組む。 

・映像資料からの情報の

取り出し苦手な生徒がい

る。 

・３分程度の短い映像資

料を活用し、定期的に課

題に取り組ませる。 

 

社会的事象について

の知識･理解 

・知識理解の長期的な定

着率には男女で差があ

る。 

・用語確認小テストな

ど、基礎基本の繰り返し

を行う。 

・最低限の知識の定着に

差がある。 

・学習内容を精選し、最

低限の知識を明確に提示

する。 

 

授業改善の検証方法 

 ・ワークシートの記述 

・定期考査、小テスト 

・授業アンケート 

・ワークシートの記述 

・定期考査、小テスト 

・授業アンケート 

・ワークシートの記述 

・定期考査、小テスト 

・授業アンケート 

 

      

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～ 

・小学校の学習内容を踏

まえ、言葉で伝える力を

高める。 

・話し言葉と書き言葉の区

別ができていない。 

・定期考査や、ワーク

シートの記述を全体で検

討する時間を確保する。 

・小学校の授業を参観

し、情報交換を行った。 

 

【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（ 社会 ） 

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 

社会的事象への 

関心･意欲･態度 

・全体的に意欲が高い。 

・分野によって関心の度

合いに差がある。 

・関心の低くなりがちな

地理分野で、映像や写

真、絵画資料など、視聴

覚教材を多用する。 

・視聴覚教材の活用によ

り、関心、意欲を底上げ

できた。 

・視聴覚教材やＩＣＴ機

器を今後も継続して活用

する。 

 

社会的な 

思考･判断･表現 

・自信をもって意見を書

くことができない生徒が

一部でいる。 

・間違ってもいいという

意識を持たせ、生徒の意

見を肯定的に取り上げ

る。 

・知識の定着に課題があ

る生徒の支援が必要。 

・個別の支援（声掛けや

ヒント）を充実させ、ペ

アワークやグループワー

クを行う。 

 

資料活用の技能 

・複数資料の読解に苦戦

する生徒が多い。 

・複数資料読解問題に取

り組む課題を繰り返す。 

・複数資料の読解力が少

しずつ定着している。 

・歴史分野の同時代史料

の読解に課題がある。 

・複数資料読解を継続。 

・同時代史料を現代の言

葉に訳した上で読解問題

に取り組ませる。 

 

社会的事象について

の知識･理解 

・知識理解の定着に差が

ある。 

・小テストや用語確認プ

リントで基礎基本の繰り

返しを行う。 

・小テストや用語プリン

トによって基礎的な知識

の定着は底上げできた。 

・継続して基礎的な内容

の定着のために小テスト

や用語プリントの活用を

行う。 

 

授業改善の検証方法 

 ・ワークシートの記述 

・定期考査、小テスト 

・授業アンケート 

・ワークシートの記述 

・定期考査、小テスト 

・授業アンケート 

・ワークシートの記述 

・定期考査、小テスト 

・授業アンケート 

 

      

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～ 

・複数の立場や見方、考

え方を持てるような指導

支援をする。 

・資料読解の訓練は重ね

られたが、個別の支援が

必要な生徒も多い。 

・個別の支援を念頭

に、クラス全体の学習

内容の定着を図る。 

・個別の支援によって

全体的な基礎知識の定

着の底上げができた。 

 

【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  

 ３ 年 教科（ 社会 ） 

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 

社会的事象への 

関心･意欲･態度 

・生徒によって、関心に

差がある。 

・誰もが発言し、考えら

れるような発問をする。 

・視聴覚教材を活用す

る。 

・視聴覚教材によって関

心を高めることができ

た。ＩＣＴ機器と合わせ

てアナログ教材も活用。 

・公民分野では、実物教

材や模型など、ＩＣＴに

はない良さをもった教材

開発を進める。 

 

社会的な 

思考･判断･表現 

・自分の意見を書けない

生徒が多い。 

・多面的、多角的な見方

ができていない。 

・グループによる協同学
習によって、少人数の中
で発言しやすくする。ま
た、他者の考えを理解す
る機会とする。 

・グループワークによっ
て多様な意見の共有を図
ることができた。 
・意見を書けない生徒へ
の個別支援が必要。 

・グル―プワークを継続
する。 
 
・個別の声掛けやヒント
を与えて支援する。 

 

資料活用の技能 

・１つの資料について、
角度を変えて考察する力
や関連させる力が弱い。 

・資料読解問題にじっく
り取り組む時間を確保。 
・協同学習の中で資料読
解に取り組む。 

・多面的、多角的な意見
が出るようになってき
た。 

・立場の違いや意見の違
いを理解させる課題に今
後も取り組ませる。 

 

社会的事象について

の知識･理解 

・１、２年生の学習内容

の定着が弱い。 

・３年間の振り返りや、

小テスト、用語チェック

シート等で基礎基本の定

着を図る。 

・歴史分野の定着度が特
に低い。 

・ワークを毎週の課題と
して定期的に復習させ
る。 

 

授業改善の検証方法 

 ・ワークシートの記述 

・定期考査、小テスト 

・授業アンケート 

・ワークシートの記述 

・定期考査、小テスト 

・授業アンケート 

・ワークシートの記述 

・定期考査、小テスト 

・授業アンケート 

 

      

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～ 

・９年間の総仕上げとし

て他者と協同する力を高

める。 

・協同学習は有意義である

が、リーダーに頼ってしま

う生徒もいる。 

・グループワークの中

で役割を明確にする。 

・司会や記録など、役

割を指定して活動を活

性化できた。 

 

 

【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。 


