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１．学校全体の授業改善計画

授業モデル
（Ｓ～Ｃ）

授業モデル
（Ｓ～Ｃ）

B A

２．各教科における授業改善計画

国語 Ａ Ａ

地理歴史 Ｂ Ａ

公民 Ｂ Ａ

数学 Ｂ Ａ

理科 Ｂ Ａ

保健体育 Ｂ Ｂ

芸術 Ｂ Ａ

外国語 Ａ Ａ

家庭 Ｂ Ｂ

情報 Ｂ Ａ

・ＩＣＴ機器や言語活動を取り入れた授業を日常
　的に行った。
・計５回実施した研究授業の全てで単元ポート
　フォリオが用いたことにより、効果的な単元
　ポートフォリオのあり方について教科全体で研
　究することができた。
・授業アンケートの７月と１２月の肯定的回答を
　比較すると、思考の深化で＋０.０１ポイン
　ト、学力・技術の向上で+０.０７ポイントで
　あった。さらなる向上のために、学期や学年ご
　とに単元ポートフォリオを用いた振り返りの場
　を設け、生徒自身が単元同士のつながりや学び
　の深まりを実感できるようにする。

・体育の授業では、各単元の数時間を利用しパ
　ワーポイント等で映像を見ながらのポイント説
　明。保健は、タブレットでポイントとなる部分
　を映像で示す。授業アンケートは３.３７で
　あった。今後も前期同様な展開をする。

・体育の授業では、各単元の数時間を利用しパ
　ワーポイント等で映像を見ながらのポイント説
　明。保健は、タブレットでポイントとなる部分
　を映像で示す。授業アンケートで３.３３で中
　間より下がった。来年度は数値目標を達成でき
　るように改善していく。

・①は.３.５３、②は３.４５ポイントであり、
　中間とほぼ変わらない。全員がＩＣＴ機器を活
　用した授業展開を行っているが、効果をどう検
　証するかが来年度の課題。「考えが深まる＝分
　かった」「学力＝得点がとれる」と考える生徒
　が多いのも課題であり、ゴールを見据えること
　が急務である。

・ＩＣＴ機器の補助的な活用により、板書や説明
　等の時間の短縮や、生徒が学び合い、教え合う
　時間を十分に確保することができた。
・授業アンケートでは全体で平均３．６３ポイン
　トの評価であり、「考えの深まり」や「学力・
　技術の向上」については、３．５８、３．５３
　ポイントで、本時の目標とまとめの提示および
　生徒による振り返りを徹底でき、７月からの数
　値の上昇が見られ、ほぼ目標を達成できてい
　る。
・生徒の理解のさらなる深化のため、効果的なグ
　ループ活動を行う際の発問をより一層工夫して
　いく必要がある。

・授業アンケートの「学力・技術の向上」は
　３．２以上、「自分の考えが深まっている」が
　３．４以上で目標を達成した。自分の考えを述
　べる論理性を身に着けさせるため、ジグソー法
　などを導入して、言語活動の時間を増やす工夫
　を行った。

・授業アンケート結果は各科目の平均が３.６以
　上となっていて目標を達成できた。「わかりや
　すさ」については３.７以上となった。
・多目的教室やＩＣＴ機器を使用することで、各
　科目の特徴にあった、効果的な利用がなされた
　と思われる。

・各学年とも、ＩＣＴ機器については工夫して補
　助的・効果的な利用がなされている。
・授業アンケートでは平均３．５５ポイントの評
　価であり、目標を達成できているが、「考えの
　深まり」や「学力・技術の向上」については、
　３．４２、３．３１ポイントで今以上に効果的
　なペア・グループ活動の在り方を模索していく
　など努力の余地がある。

・①は３．５２、②は３.４６ポイントであっ
　た。自分の考えが深まるに重点を置いた授業や
　できた・できないにかかわらずどうアプローチ
　するのかを試行錯誤するよう授業研究を行う。
　アンケートの変更が難しいため、ＩＣＴについ
　ては参考にできていない。

・情報モラルや情報社会でのルールについては社
　会問題と関連付けて継続して指導できている。
・実技ではWordやExcelなどの基礎的な知識や技
　能は定着している。
・理解度の振り返りができていないことがあった
　ので、振り返りの時間をとりたい。
・実技ではできる生徒とできない生徒の差がひら
　きつつあるので、机間指導を増やしたりグルー
　プ学習を取り入れるなど工夫していきたい。

・授業アンケートでは平均３.０以上の目標を
　達成できた。７月のアンケートが未実施のため
　に比較はできないが、「先生の授業を受けて自
　分の考えが深まった」(３.６７)及び「先生の
　授業を受けて、学力または技術の向上を実感で
　きている」(３.８０)の回答を得ることができ
　た。しかし、今年度はグループワークや発表の
　機会が少なく次年度の反省としたい。

・授業アンケートは、平均３.０以上となり目標
　は達成できたが、授業アンケート１回目から２
　回目の平均数値は１.６ポイント低下となっ
　た。より授業の工夫をしたい。
・ＤＶＤの視聴は、理解を助け、深めているが、
　より分かりやすい展開が必要と感じた。
・実験・実習は、３年生は実施でき知識の定着・
　確認や、理解を深めることができた。今年度、
　１年生は実習等が全て実施できなかったため、
　知識の定着や技術の習得ができているかの確認
　等が出来にくい状況だった。

・授業アンケートにおいて「先生の授業を受け
　て、自分の考えが深まった」及び「先生の授業
　を受けて、学力または技術の向上を実感できて
　いる」の肯定的回答はほぼ横ばいであった。
・ＩＣＴ機器やＰＰＴを使った授業は全員が実施
　しており、いっそう効率や効果を上げるための
　教科内研修に取り組む。

・昨年度まで個々に行ってきた実技活動の内容を
　グループ主体で行うことにより、より良い表現
　方法を互いに追求することができた。また、相
　互評価を行うことで一人一人に実技の基本を定
　着させることができた。その基本を表現に生か
　す力に個人差が見られるので、次年度改善して
　いきたい。

・毎時間の継続した学習や実技活動により、基礎
　的な知識に対する理解は定着してきている。
・その知識を表現に反映できる能力に個々の差が
　見られるので、グループでの相互評価などを行
　いながら、表現活動を深めさせたい。

・ほぼ毎時間、すべての教員がＩＣＴ機器を活用
　した。また、その効果的な活用法についてそれ
　ぞれが工夫改善に努めた。
・課題は毎時間あるいは単元ごとの振り返りを確
　実に行っていくことであり、各担当の実践を教
　科会議で持ち寄りながら、ベースとなるフォー
　マットを確立させたい。

・生徒に身に付けさせたい生活に必要な知識と技
　能・技術を明確にし、教材・教具（実物の提示
　や活用）はできた。
・ホームプロジェクトの発表は実施できた。
・ＤＶＤ視聴は、理解を助け、深めている。
・授業の振り返り時間が少なかったので、もう少
　ししっかりと振り返りたい。
・実験・実習は、３年生は実施できたが、１年生
　では実施できないため、示範の工夫は限定的で
　ある。

①授業改善テーマ ○ＩＣＴ機器や言語活動を積極的に取り入れ、生徒が自ら考え、判断し、表現する授業を実践することにより、生徒の思考の深化を図る授業改善に取り組む。

主体的・協働的な学びを重視する問題解決学習
の充実を図る。

生徒に身に付けさせたい生活に必要な知識と技
術を明確にし、教材・教具（実物の提示や活
用）、実験・実習の示範の工夫、効果的な発
問、ICT等を活用する。ホームプロジェクトの
発表を行う。

単元ごとに授業の内容について考えをまとめ、
生活との関連を具体的に考え、グループで交
流・発表することで単元における振り返りを実
施する。授業改善に反映させる。

授業アンケートで平均３.０以上とする。
授業アンケートにおいて「先生の授業を受け
て、自分の考えが深まった」及び「先生の授業
を受けて、学力または技術の向上を実感でき
る」の肯定的回答を7月と12月で比較し、０.
２％以上アップを目指す。

ＩＣＴ機器や言語活動を取り入れた授業を推進
する。また、生徒の思考の深化を確認するため
に、授業に「振り返り」の活動を取り入れる。

ＩＣＴ機器や言語活動を取り入れた授業を研
究・実践する。また、単元ポートフォリオを用
い、生徒が自身の思考の深化を表現する場を設
けることによって、生徒や授業者がそれを確認
し、次の学びに活かす。

ＩＣＴ機器や言語活動を取り入れた授業と、単
元ポートフォリオを学期に１回以上実施する。
単元ポートフォリオについては、学期末などの
定期的な振り返りの機会を設ける。

授業アンケートを実施し、思考の深化や、学
力・技術の向上に関する質問項目の肯定的回答
が、７月と12月を比較して0.2％以上向上す
る。

⑤検証指標

授業アンケートで①「先生の授業を受けて、自
分の考えが深まった」、②「先生の授業を受け
て、学力または技術の向上を実感できている」
の項目で３．６ポイント以上の評価。また、生
徒の感想にICT機器使用について記載させ、参
考にする。

基礎・基本の徹底を図り、生徒同士の活動
やＩＣＴ機器を活用して興味・関心を引き出
し、思考力を高めさせる。また、そのための毎
時間の「振り返り」を行う。

ＩＣＴ機器を効果的に活用し、ペア活動・
グループ活動・論述・発表などを通して、生徒
間の学び合いの場面と振り返りの場面を毎時の
授業の中に設定する。

ＩＣＴ機器を活用した教材を工夫し、毎時
の授業に１回以上は互いの考えを説明し合い、
また振り返りを行う等の言語活動を取り入れ
る。

授業アンケートで平均３.４ポイント以上
の評価を目指す、特に「先生の授業を受けて、
自分の考えが深まった」および「先生の授業を
受けて、学力または技術の向上を実感できてい
る」という項目で３.５ポイント以上の評価を
目指す。

年間評価・検証及び次年度の改善策
授業モデル
（Ｓ～Ｃ）

中間評価・検証及び今後の改善策 年間評価・検証及び次年度の改善策

⑤検証指標

○ＩＣＴ機器や言語活動を取り入れた授業に全ての教員が取
　り組んだ。
○２学期に国数英理、３学期に公民で、県内の指導教諭、指
　導主事を招聘して研究授業を実施した。教科会議において
　指導案を検討するとともに、事前説明会、事後研究会を実
　施できた。
○各教科が「単元振り返りシート」を活用した授業実践に取
　り組んだ。有効的な活用の仕方やどのように学習評価につ
　なげていくかについては今後の課題。
○１２月に実施した第２回授業アンケートでは、「先生の授
　業を受けて、自分の考えが深まった」が３.５４
　（＋０.０３)に、「学力または技術の向上を実感できてい
　る」が３．５２（＋０.０８）に上昇した。０.２ポイント
　アップは現実的ではなく、目標設定数値として適切ではな
　かった。
●進研模試の目標数値は、偏差値ではなくＧＴＺでの設定で
　あり、各学年においても状況が異なるため、一概に判断で
　きなかった。次年度は適切な目標設定が必要。

○ＩＣＴ機器や言語活動を積極的に取り入れた授業改善の推進
○生徒が自ら考え、判断し、表現する場面を中核に据えた授業構想
○生徒の思考の深化を確認するための、毎時間の「振り返り」の実施

○ＩＣＴ機器や言語活動を取り入れた授業改善の検討
○「授業構想シート」を活用し、生徒が自ら考え、判断し、表現する場面を中核に据えた授業構想を教科会議で検討
○「単元ポートフォリオ」を活用した、振り返りによる生徒の思考の深化の確認
○年２回の授業アンケートの実施による授業改善の進捗状況の確認と分析

○ＩＣＴ機器や言語活動を取り入れた授業を、全ての教員が学期に１回以上実施
○生徒が自ら考え、判断し、表現する場面を中核に据えた研究授業を各教科で年３回実施
○「単元ポートフォリオ」を活用した、単元における振り返りの実施
○年２回の授業アンケートの実施と分析

○授業アンケートにおいて「先生の授業を受けて、自分の考えが深まった」及び「先生の授業を受けて、学力または技術の向上を実感できている」の肯定的回答を７月と１２月
で比較し、０.２％以上アップ
○各学年担当が設定した外部模試等の結果の目標値の達成

令和２年度授業改善スクールプラン
（様式１）

学校名 記載責任者　（職・氏名）

竹田高等学校 指導教諭　山本　悟史

・情報社会の仕組みを理解し、情報モラル
　を育成し、情報社会でのルールを守るこ
　とを目指す。
・パソコンの基礎・基本的な技術を身につ
　けさせる。

・実技では、パソコンの基礎・基本的な技
　術を身に着けさせる。
・座学でもＩＣＴを活用し、学習ノートや
　授業プリントの工夫をしたり、グループ
　ワークや発表を行う。

単元ごとに生徒の理解度の確認、振り返りをす
る。また、生徒が身に着けた知識や技術をもと
に、学期ごとに課題の提出、発表やグループ
ワークなどを実施する。

授業アンケートで平均３.０以上とする。
授業アンケートにおいて「先生の授業を受け
て、自分の考えが深まった」及び「先生の授業
を受けて、学力または技術の向上を実感できて
いる」の肯定的回答を７月と１２月で比較し、
０.２％以上アップを目指す。

・授業アンケート結果は平均３.７となっていて
　目標を達成している。特に「わかりやすさ」に
　ついては３.７９と高い数値となっている。
・ＩＣＴ機器を各自で工夫しながら使用してお
　り、効果的な利用がなされていると思われる。

生徒が身に付けるべき基礎的・基本的知識の確
実な定着を図り、教科書等より深く読み解くこ
とによって、自ら学ぶ力を育成する。

生徒自身で教科書を読みこめる力をつけさせ、
自己を拓く表現力・進学力に対応できる論理的
思考力を養う授業研究を進める

ＩＣＴ機器を活用し、予測・仮設と結果の検
証・振り返りが各自で取り組めるような授業を
構築する。

授業アンケートで「生徒が活動する時間や考え
る時間がある」「工夫されていて分かりやすい
自分の学力が深まった」の回答を平均３．０以
上とする。

生徒が身に付けるべき基礎的・基本的知識の確
実な定着を図り、地理的・歴史的事象を教科書
等より読み解くことによって、メカニズムを考
察させ、自ら学ぶ力を育成する。

生徒自身で教科書を読みこめる力をつけさせ、
自己を拓く表現力・進学力に対応できる論理的
思考力を養う授業研究を進める

ＩＣＴ機器を活用し、単元に１回以上は地理的
歴史的事象について考え発表する授業を実施す
る。

授業アンケートで「生徒が活動する時間や考え
る時間がある」「工夫されていて分かりやす
い」との回答を平均３．０以上とする。

対話学習やアクティブラーニング型の授業に加
え、効果的なICT機器の活用法を実践するため
に、単元ごとに生徒による振り返りの時間を確
保する。

生徒による単元ごとの振り返りを実施（時間の
確保）、ＩＣＴ機器を導入する場面や効果的に
使用する教材を検証・開発する。

単元で必ず１回以上、対話学習やアクティブ
ラーニング型の授業を実施する。また、ICT機
器を用いた授業の後に振り返りを必ず入れ、生
徒の理解度や効果的な場面を確認する。

ＩＣＴ機器を効果的に活用し、ペアワーク・グ
ループワーク・プレゼンなどを通して、生徒間
の学び合いの場面と振り返りの場面を授業の中
に設定する。

・iPadやPCを取り入れた授業を、全ての教
　員が可能な限り実施し、それぞれの効果
　的なアイディアを共有する。
・生徒が自ら考え、判断し、表現する場面
　を中核に据えた研究授業を教科で年３回
　実施する。
・各単元における振り返りの実施
・年２回の授業アンケートの実施と分析

・授業アンケートにおいて「先生の授業を
　受けて、自分の考えが深まった」及び
　「先生の授業を受けて、学力または技術
　の向上を実感できている」の肯定的回答
　を７月と１２月で比較し、０.２％以上の
　アップを目指す。
・各学年が設定した外部模試等の結果の目
　標値の達成

○ＩＣＴ機器の活用については、全ての教科で活発に行われて
　いる。言語活動については、コロナ禍の影響はあったが、授
　業展開の随所でペアワークを中心に積極的に行われている。
○１学期に５教科（国数英社理）がそれぞれ研究授業を実施し
　た。教科会議において指導案（授業構想）を検討した。
○１学期に各教科で「単元振り返りシート」を作成した。２学
　期より実施する。効果的な活用の仕方、生徒の思考の深まり
　の看取り方について研究が必要。
○授業アンケートでは、「先生の授業を受けて、自分の考えが
　深まった」３．５１、「学力または技術の向上を実感できて
　いる」３．４４。概ね良いが、思考の深まりについてさらな
　る検証が必要。
●学校全体での研究授業が実施できていないため、学校全体で
　の授業改善につながっていかない。

中間評価・検証及び今後の改善策
授業モデル
（Ｓ～Ｃ）

④取組指標③取組内容

毎時間の課題や目標を明確に提示し、自ら考
え、理解を深め、グループ活動において言語活
動を通し表現を深める場面を設定する。

単元ごとに発表や振り返りを行い、言語活動を
用い作品を相互評価させる場面を取り入れる。

授業アンケートで３．０以上とする。
「先生の授業を受けて、自分の考えが深まっ
た」及び「先生の授業を受けて、学力または技
術の向上を実感できている」の肯定的回答を７
月と１２月で比較し、０.２％以上アップを目
指す。

保健の授業・体育理論の授業・体育の授業等
で、タブレットや電子黒板等を積極的に活用
し、教材・教具の開発やワークシート・板書を
工夫する。

教材を工夫し、学期に２回以上タブレットや電
子黒板等を活用する。（体育・保健・体育理論
の分野で）

授業アンケートで、平均３.４ポイント以上の
評価を得る。

・単元ポートフォリオの取組みを教科会議で持ち
　寄り、成果・改良点について確認できた。日常
　的にＩＣＴ機器を用いたり、言語活動を行った
  りした。
・７月調査の肯定的回答は、思考の深化
　（３.５８）、学力・技術の向上（３.５１）で
　あった。その向上のため、学びの深まりを促す
　課題設定や、複数の単元ポートフォリオを用い
　単元を横断した振り返りを研究する。

・授業アンケートで「学力・技術の向上」は
　３.３２、「自分の考えが深まっている」が
　３.４１で目標を達成している。ＩＣＴ機器を
　活用して基本の知識の定着を図りつつ、自分の
　考えを述べる論理性を身に着けさせるため、言
　語活動の時間を増やす工夫が必要である。

教科

②授業改善の重点

③取組内容

④取組指標

・iPadやＰＣを積極的に取り入れた視覚聴
　覚を活性化する授業の推進
・パワーポイント、ワークシート等の工夫
　により、生徒が自ら表現する場面を多く
　設定する。
・生徒の思考の深化を確認するための、単
　元ごとの振り返りを行う。

②授業改善の重点

基礎・基本的な知識や技能の確実な定着を図
り、主体的に実技活動に取り組み、意図に基づ
いて表現するための技能を育成する。

タブレットや電子黒板等を効果的に活用するこ
とで視覚を刺激し、生徒が理解し自らが実践で
きる力を身に付けさせる。


