
授業改善プラン  

１ 年 教科（ 数学 ） 

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 

数学への関心・意

欲・態度 

1学期後半から授業に

対する集中力が低下し

た。 

授業内容も精選し、宿

題も提出後のチェック

を徹底する。 

基礎学力がまだまだ定

着していない。毎授業

の繰り返し練習が必要

である。 

電子機器を使用する視

覚を重視した授業を行

う。 

電子機器を使うことに

よって数学に関連した

事象をより多く取り上

げていく。 

数学的な見方や考え

方 

文章を数式に直して考

える能力が低い。 

文章読解力をつける反

面、解答までの解き方

のヒントを与えるよう

な授業内容を考える。 

文章を深く考える能力

が都の復習確認テスト

の平均より低い。 

電子機器を使用した作

業を取り入れる。 

証明の授業などで ICT

活用による映像・画像

を使用した授業を行っ

ていく。 

数学的な技能 

全体的な計算力は少し

ずつ向上しているが、

個別的には能力差が広

がってきている。 

補習のほかに、個別に

指導していく体制を作

る。 

個人による計算力に大

きな差がある。能力の

低い生徒の指導が必要

である。 

毎日の授業で行う５分

間テストで計算力を上

げる。 

毎日の授業で行う小テ

ストを今後も継続して

いく。 

数量、図形などにつ

いての知識・理解 

図形の面積・体積・周

の長さなどの基本計算

能力が低下している。 

これまでに学習した計

算問題を中心に授業で

も定期的に学習してい

く。 

図形の数量問題は 1年

後半で学習するが、高

学年になると忘れてい

ることが多い。 

授業プリントで小６で

学習した図形の内容の

復習を定期的に行う。 

図形の面積・体積計算

等でパワーポイントを

使って説明する授業を

増やしていく。 

授業改善の検証方法 

１学期定期試験や授業

での生徒の積極性の向

上を評価対象とする。 

生徒の授業での挙手、

発言の積極性、定期テ

ストで判断。 

過去問の復習テストの

結果で判断する。 

定期的に行う小テスト

の内容で判断する。 

小テストの結果から検

証する。 

      

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～ 

交換授業などで生徒・

教師間の連携を深め

る。 

小学校までに学習した

個々の学習能力を考慮

した授業展開をする。 

小学校での復習も授業

で行いながら計算力を

向上させていく。 

出前授業などの経験か

ら、小学校の内容の定

期的な復習が必要。 

小学校の計算の複習を

定期的に取り入れなが

ら授業を進める。 

【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（ 数学 ） 

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 

数学への関心・意

欲・態度 

方程式や 1次関数など

数式を中心に考える授

業への関心・意欲が低

い面が見られる。 

抽象的になっていく数

学を実際の活用に生か

す授業展開を考える。 

全体的な学習意欲は上

がってきているが、提

出物の出来具合が低下

している。 

電子機器を使用した授

業を取り入れ、授業の

集中力を高める。 

電子機器を使うことに

よって数学に関連した

事象をより多く取り上

げていく。 

数学的な見方や考え

方 

文章読解の取り出す力

が全体的に低い。 

文章をしっかりと読

み、順序立てて数式を

組み立てる指導を授業

で行う。 

数学の個々の能力によ

り、見方・考え方の能

力に差がある。 

手を使って作業する機

会を多く取り入れなが

ら、体験的に考えさせ

る。 

証明の授業などで ICT

活用による映像・画像

を使用した授業を行っ

ていく。 

数学的な技能 

計算能力は少しずつ向

上しているが、個々の

能力差が拡大してい

る。 

計算能力は個別に補習

などで指導していく。 

計算力などの数学的技

能は 1学期と同レベ

ル。さらなる向上が課

題である。 

5分間プリント学習で

過去の計算の復習を行

う。 

毎日の授業で行う小テ

ストを今後も継続して

いく。 

数量、図形などにつ

いての知識・理解 

図形の面積・体積・周

の長さなどの基本計算

能力が低い。 

宿題を工夫し、計算問

題だけでなく、生徒の

習熟度に合わせた課題

を用意しておく。 

基礎的な面積・体積な

どの図形の計算がまだ

低い。プリント学習で

やや向上した。 

電子機器で視覚的に図

形を取り入れ、より分

かりやすい授業を目指

す。 

図形の面積・体積計算

等でパワーポイントを

使って説明する授業を

増やしていく。 

授業改善の検証方法 

2学期定期試験や授業

での生徒の積極性の向

上を評価対象とする。 

生徒の授業での挙手、

発言の積極性、定期テ

ストで判断。 

テストの結果、プリン

トの出来具合、授業の

質問内容で判断する。 

授業中の集中力、発言

力、積極性と小テスト

の結果で検証。 

小テストの結果から検

証する。 

      

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～ 

交換授業などで生徒・

教師間の連携を深め

る。 

全体的な能力向上は見

られるが、個々の能力

差の改善が課題。 

プリント学習と電子機

器を使用した授業を増

やす。 

電子機器の使用により

授業の集中力は増加し

たが、復習が課題。 

小学校から中学 2年ま

での系統的な学習内容

を実践していく。 

 引き続き大小の算数科

と連絡を取る。 

【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（ 数学 ） 

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 

数学への関心・意

欲・態度 

進路に向けて授業意欲

は上がってきている

が、個々の差が大きく

なってきている。 

関心意欲の向上に向け

て、教科書の他、様々

な教材を活用して学習

意欲の向上を図る。 

生徒の授業に対する関

心意欲は高く、それに

対応した授業内容が求

められる。 

今後も個々の能力に合

わせた授業プリントで

対応していく。 

電子機器を使うことに

よって数学に関連した

事象をより多く取り上

げていく。 

数学的な見方や考え

方 

考え方が単調になりが

ちな内容でいろいろな

意見を提案できる授業

が必要。 

解き方の多様性を生徒

みんなで理解しあえる

ような授業内容を考え

る。 

過去の内容理解の定着

が浅く、基礎的な見

方・考え方を復習する

必要がある。 

過去問を中心に基本的

な見方・考え方を復習

していく。 

証明の授業などで ICT

活用による映像・画像

を使用した授業を行っ

ていく。 

数学的な技能 

計算能力は全体的に向

上してきているが個々

の差が拡大している。 

補習のほかに、宿題で

も少しずつ出題しなが

ら授業を進める。 

演算能力は少しずつ向

上している。プリント

学習が効果的である。 

授業の 5分間テストな

どで基礎演算能力を向

上させていく。 

毎日の授業で行う小テ

ストを今後も継続して

いく。 

数量、図形などにつ

いての知識・理解 

知識理解の点で未だ理

解が低い面も分野に

よって多少みられる。 

基本的な数量や図形の

計算の徹底を宿題など

で強化していく。 

証明がいまだ最も理解

度の低い分野。正答率

が低い。 

基本的な証明方法と進

め方を単元別に授業で

指導する。 

復習でパワーポイント

を使って説明する授業

を増やしていく。 

 

授業改善の検証方法 

2学期定期試験や授業

での生徒の積極性の向

上を評価対象とする。 

生徒の授業での挙手、

発言の積極性、定期テ

ストで判断。 

プリントや小テストな

どで検証する。 

定期的な小テストで理

解力・応用力の判断を

する。 

小テストの結果で判断

する。 

      

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～ 

交換授業などで生徒・

教師間の連携を深め

る。 

計算能力は向上してい

るが、証明などの論理

能力を上げていきた

い。 

進路を見据えた授業内

容を主流に、個々の生

徒に合わせた授業が必

要である。 

9年間の総仕上げとし

て、基本的な計算は定

着させることができ

た。応用力が課題。 

9年間を通して基礎学

力の定着とそれを応用

し更なる興味関心を持

てる授業を目指す。 
 

【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。 


