
集計結果による分析 １学期からの改善状況、課題等

国語
すべての項目について、第一回に比べて評価が上がった。引き続き授業の内容を改善していきたい。 生徒が主体的に取り組むことができるよう授業内容を改善した。また補助プリントも単元ごと

に配付し、生徒の理解力を身に付けさせるよう取り組んだ。

社会
ほとんどの項目も「当てはまる」の回答が90％以上と全体的には良好な評価であった。 現代社会について興味関心が持てるような授業展開を考え、生徒の思考力、判断力を伸ば

せるような授業にしていきたい。

数学

<数学Ⅰ>
授業の在り方については、「当てはまる」が８割を超えており１学期と同様概ね良好な結果が得られた
が、学習の状況については、「他の人の考えを聞いたり、読んだりして自分の考えが深まる」が若干低
い値となっている。分野が２次関数に入り学習内容の難易度が上がったことに加えて、学校に慣れたこ
とによる集中力の低下も一因と考えられる。
<数学Ａ>
区分「授業の在り方」については『当てはまる』、『ほぼ当てはまる』で全体の８割以上で、７月に実施し
た授業評価より『当てはまる』が上回っていた。このことから改善策が功をなしたと考えられる。

<数学Ⅰ>
１学期とほぼ同様の結果となった。学習の状況についてが若干低めの数値となっているの
で、今後は整備されたＩＣＴ機器も活用し、生徒の学習意欲につながるような指導の工夫や
「分かりやすい」と感じるような授業作りに尽力したい。
<数学Ａ>
一方で、「学習の状況について」は『授業中で身についた、理解できた』および『授業で得た
知識を用いて、自分の考えを持ったり、新しい問題に取り組む』が前回の結果とあまり変化
がなかった。学習分野が確率であったが、もう少し身近な事象を使った確率をする必要があ
ると感じた。

理科

全体の数値的には前回とあまり差がなかった。授業で「身についた」「できるようになった」と感じる生徒
が、若干減ってしまった。

質問項目の回答を7月と比較すると、項目1～3と5については「かなり当てはまる」「ほぼ当て
はまる」人数が増えた一方で、項目6と7については「あまり当てはまらない」「ほとんど当て
はまらない」人数が微増した。このことから、多少なりとも授業には前向きに取り組む生徒が
増えた一方で、一人で学習に取り組むには厳しい生徒がいることも増えたことが明らかに
なった。

体育

集団行動、ラジオ体操第一などから球技に移行したことにより全体的な満足度は増加した。 球技を二種目行ったが、種目の後半の授業になっていくと徐々に準備、片付けなどスムー
ズに行え、審判なども自主的に行うなど、より主体性の増した授業が展開できた。上級生と
比べるとまだまだではあるが、それは今後の課題として取り組みたい。

保健
多くの項目で７月よりも良い方に改善された。 「学習への取り組み」は改善された。来年度も保健の授業は続くので、興味関心のあるよう

な授業展開を行えるよう改善したい。

美術
全項目で「とても当てはまる」「だいたい当てはまる」の合計がほぼ90％である。全項目で、評価の割合
が同じような結果であった。

全項目で「とても当てはまる」の割合が増えて、「あまり当てはまらない」の割合が減った。改
善が見られたと感じたが、もう少し課題の説明など簡潔に解りやすくしていきたい。

音楽
７月に比べて大幅に改善され、全ての項目で「ほとんど当てはまらない」の割合が減り、殆どの項目で
「かなり当てはまる」の割合が増えた。全平均は0.2上がった。

パート練習など生徒自らが練習計画をたて進めていく工夫や、教材研究を徹底したために
満足度が上がったと考えられる。３学期では意見の交換を行う機会を設けていく。

英語

<コミュ英Ⅰ>
ほとんどの項目で「かなり当てはまる」「ほぼ当てはまる」の回答が得られている。中でも、「授業の中
で、友人と話したり、文章を読んだりすることで、新しいものの見方や考え方ができる場面があった」と回
答した生徒が特に多かった。
<英表Ⅰ>
ほとんどの項目で「かなり当てはまる」「ほぼ当てはまる」の回答が得られている。中でも、授業の中で
他人の考えを聞いたり、読んだりして、自分の考えが広がった、深まったと感じた生徒が多かった。

<コミュ英Ⅰ>
１学期と比べてペアワークやグループワーク、又文章を読むことに生徒が慣れてきている。
「できた」という実感を持てていない生徒１割ほどの生徒に対して授業内外でフォローしてい
くことが今後の課題である。
<英表Ⅰ>
１学期と比べて意見共有や使用場面を意識した英語学習を促すことができた。一方で、内
容が難しいと感じる生徒や授業進度が速いと感じる生徒がいるため、生徒の理解状況に
合った授業の進行を心がけていきたい。

家庭

教師側（項目1～3）の項目回答も、生徒側（項目4～7）の項目回答も、今回は全項目において「ほぼ/か
なり当てはまる」が90％を超えている。

１学期は被服実習であったが、２学期は調理実習を行った。生徒が主体的に取り組みやす
い授業であり、生徒にとって充実感・達成感は得やすかったと思われる。３学期は、個別及
びグループで思考する場面や発表の機会、生徒同士意見を交わす場面設定を座学におい
て取り入れる工夫をし、生徒の関心・意欲を高めていきたい。

情報
１学期は情報セキュリティを中心に座学が多く、２学期は表計算などの演習を中心として行った。
そのため、授業評価の分析に変化がみられている。

各個人の能力差が大きく表れているため、一人ひとりに対する丁寧な指導が必要である。２
学期同様に３学期についてもプレゼンテーション実習を行うため丁寧な指導を行っていく。

国語
『現代文』・『古典Ｂ』、Ｃ帯『古典基礎』・『国語探究』すべてにおいて評価２や１がほとんどなく、概ね良
好な結果であり、授業内容への満足度や自身の授業への取り組みが良好な状態であることがうかがえ
る。

作文・話し合いのような生徒主体の取り組みを多くし、あらゆる場面で生徒の「もっと学びた
い」という意欲を喚起させるよう工夫することができた。

社会

<日本史A>
　　ほとんどの項目も「当てはまる」の回答が90％以上と全体的には良好な評価であった。
＜世界史A＞
　７月と比較すると、ほぼ全項目で「あまり当てはまらない」「ほとんど当てはまらない」の数値が微減傾
向にあるなど、全体的に改善の傾向を示した。
＜地理A＞
どの項目も当てはまるとの回答が８０％～９０％で、意欲的・肯定的評価であった。

＜日本史A＞
１学期やや評価が低かった項目５・６は改善が見られた。今後も他者の考えを知ったり、知
識をもとに課題の解決方法を考えたりする活動を増やしていきたい。
<世界史Ａ>
全体的に改善傾向を示したほか、「あまり当てはまらない」「ほとんど当てはまらない」の数
値が若干多めだった項目６でも改善傾向が見られた。ただし、改善幅はいずれも小さく、「あ
まり当てはまらない」「ほとんど当てはまらない」の数値が比較的高めだった「項目４」の回答
傾向に大きな変化は見られなかった。今後もこのような点を踏まえて授業改善に取り組んで
いきたい。
＜地理A＞
班や個人で調べて発表する学習活動を増やした。他者の考えや異なった着眼点に刺激を
受けることができたように思う。

数学

<数学Ⅱ>
すべての項目で85%の生徒が「かなり当てはまる」、「ほぼ当てはまる」と回答しており、概ね良好な結果
が得られた。理由として、2学期初めにクラス替えを行い、生徒が自身の習熟度に合ったクラスでの授業
を受けられるようになったことが考えられる。
<数学Ｂ>
授業中に生徒同士で考える時間や机間指導で悩んでいる生徒にヒントを与えるなど様々な取り組みを
したところ、全体的にどの項目でも「当てはまる」を選ぶ生徒が増えた。
<発展数学>
生徒のほとんどが理系の生徒のため意欲的に取り組んでいるため全体的にどの項目でも「当てはま
る」を選ぶ生徒が増えた。

<数学Ⅱ>
前回と比較して、すべての項目で「かなり当てはまる」が増加し、「ほとんど当てはまらない」
が減少したので、改善傾向にあると考えられる。しかし、15%の生徒が項目7において「あまり
当てはまらない」または「ほとんど当てはまらない」と回答しており、単元同士の繋がりがわ
かるような授業展開にする必要性があると感じられた。
<数学Ｂ>
授業中に生徒同士で考える時間や机間指導で悩んでいる生徒にヒントを与えるなど様々な
取り組みをしたところ、全体的にどの項目でも「当てはまる」を選ぶ生徒が増えた。1学期と
比べて全体的に2学期では良い結果となったが、学習の状況において「当てはまらない」を
選んだ生徒が10％を超えていることから理解できていない生徒への支援が必要である。授
業のスピードや説明など工夫し、生徒にとってわかりやすい授業となるよう改善していく必要
があると感じた。
<発展数学>
一学期より、高度な問題取り組み始めているが意欲的に取り組んでいる。しかし文系の生
徒もとっているため、科目の幅がせまくなってしまっていることは課題になっていくであろう。

理科

<生物基礎>
全体の数値的には前回とあまり差が無かったが、評価1が減少したのは少しでも改善の効果が出たの
かもしれない。また、「できるようになった」という生徒や考えが深まったという生徒が微増した。
<物理基礎>
全体の評価平均が0.2ポイント低下した。学習内容が進化してきており，家庭学習（復習）を必要とする
が，それがなされていない。

<生物基礎>
授業の進度と授業内容をそろえるために、共通で使用できる授業ノートを作成し、役立てる
ことができた。その関係があるかどうかはわからないが、わずかだが、昨年よりも授業進度
が上がった。説明を補助するプリントや、生物史に登場する人物の写真を示し、分かりやす
く説明することや生徒の興味関心を高めることに注力した。
<物理基礎>
宿題や実験レポートの整理を家庭学習として課したが提出しない生徒が増えた。比の考え
方や計算の仕方を忘れている生徒には補習が必要である。

体育

<体育>
全体的な満足度は高い。
<スポーツⅡ・フィールドスポーツⅠ>
２年より３年生のほうが「充実感」・「取り組み」等、数値が高かった。

<体育>
1学期と比べると主体性の部分でやはり数値が高く出た。３年生になると全ての時間で種目
選択になるので、２年間で培った技術や知識を発揮し、より主体的に授業を展開したい。ま
た、主体的な持久走の授業を行えるよう工夫していきたい。
<スポーツⅡ・フィールドスポーツⅠ>
全ての数値は高かったが、これで満足せずさらなる取り組みをする。生徒が自ら考え実行す
るような授業展開を今後行いたい。

保健

１学期と比べて大きな変化はみられなかったが、「生徒主体の授業の工夫」という点の数値は若干増加
した。

「生徒主体の授業の工夫」という点の数値は若干の増加が見られた。
グループでの話し合いを多くし、自分の考えを発言させるような主体的な授業展開を行う必
要がる。但し、1単位という少ない授業時間では、難しいところである。

美術
全項目で「とても当てはまる」「だいたい当てはまる」の合計が100％であった。しかし、課題や授業に対
して充実感を感じてない生徒もいた事は授業の進め方や課題を検討する必要があると感じた。

授業の進め方や課題に集中して制作ができたように思われる。前期と比較すると、少しでは
あるが、改善が見られたと感じたが、課題の進め方などアドバイスをしながら、興味を持た
せられるように指導をしたい。

令和元年度 生徒による授業評価の分析と改善方針（１学年）

令和元年度 生徒による授業評価の分析と改善方針（２学年）
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音楽
「ほとんど当てはまらない」と「あまり当てはまらない」の評価は項目３以外０％であり、７月に引き続き概
ね良好な結果がでている。全平均も７月と変わらなかった。

項目５を更に改善するために、生徒同士の意見交換等を通して知識や考えが深まるような
機会を設ける。全体合奏を通して一体感を感じ取り、より音楽を愛好する心を育めるよう充
実した音楽活動を展開していく。

英語

<コミュ英Ⅱ>
すべての項目で「かなり当てはまる」、「ほぼ当てはまる」と回答を得ている。項目２「授業の中で、友人と
話したり、文章を読んだりすることで、新しいものの見方や考え方ができる場面がありましたか」が7月と
比べると、「かなり当てはまる」が増え、「あまり当てはまらない」が減少しているため、改善策の効果が
あったと考えられる。しかし、「あまり当てはまらない」が依然として10名ほどいることが課題である。
<発展英語A>
 すべての項目において、「かなり当てはまる・ほぼ当てはまる」との回答が8割強を占めている。

<コミュ英Ⅱ>
全クラス共通での英語を使う機会の提供や音読活動など文章を読み、問題を解くだけでは
なく、様々な活動を取り入れたことができた。
<発展英語A>
 テキストをサポートするプリント（内容：単語リスト、文法事項の説明、英文解釈の解説）の
提供により、生徒が自主的に取り組みやすい学習環境を整えることが出来た。

家庭

フードデザインにおいて、全項目において「ほぼ／かなり当てはまる」回答を得ている。8名受講のクラス
で少人数展開ではあるが、「あまり当てはまらない」「ほとんど当てはまらない」が0回答となった。

「とても当てはまる」「だいたい当てはまる」に全員が回答しており、授業が充実していると思
われる。座学にて基礎的な学びを深めた１学期に比べ、２学期は調理実習や調べ学習、グ
ループワークの機会を多く取り入れた結果、生徒にとって満足感の高い主体的な授業がで
き、生徒の食への関心が深まった。引き続き、知識や技術を身につけ、思考し工夫すること
など、実習を通じて学習に対する満足度をあげていきたい。

情報
少人数で行っているため、学期ごとの変化等は見られない。 ２学期は、プログラミングと課題についての発表を行った。３学期についても、演習を中心に

学習意欲の向上を図るような工夫をしていく。

国語

『古典精読』・『精選現代文』・『理系現代文』、Ｃ帯『国語探究』すべてに共通して第一回に比べて概ねど
の項目も良い評価をキープしており、授業内容や授業への取り組みに対する意欲の高さがうかがえる。

グループによる言語活動などを積極的に取り入れることで、進路実現に向けた授業の充実
を図ることができた。

社会

＜日本史B＞
１学期よりも評価が下がった項目が多く、特に項目４以降の「学習の状況について」はどの項目も当て
はまらないという回答が15％以上あった。
＜世界史B＞
ほとんどの項目で95％以上が「当てはまる」という回答をしており、全体的に良好な評価であった。
＜政治経済＞
95％以上が３、４の回答であったので全体的には良好な評価であった。
＜新聞購読＞
ほとんどの項目で95％以上が「当てはまる」という回答をしており、良好な評価であった。

＜日本史B＞
進路決定が進んでいく中、授業に対する関心や意欲を保つ工夫を行ったが十分ではなかっ
た。進路別クラス編成を活かして、より柔軟に生徒の状況に合った授業を作っていく必要が
ある。
＜世界史B＞
進路決定が進んでいく中、2学期は毎時間「授業の問い」と「身につく力」を掲げ、授業を工
夫した結果、項目１～３では改善が見られた。しかし、得た知識を活用することに困難を感じ
ている生徒が多く、生徒の能力に合わせた授業展開をする必要がある。
＜政治経済＞
進路決定が進んでいく中、授業に対する意欲を保つ工夫を行ったが十分ではなかった。生
徒が興味関心を持てる授業展開を考えていく必要がある。
＜新聞購読＞
評価がほかの項目より低かった項目１は、毎時間の授業におけるねらいの提示を行い改善
された。また、１学期の学習を発展させた新しい活動を行い、生徒も意欲的に取り組んでく
れた。

数学

<数学Ⅲ>
一般受験の生徒がいるため、周りを引っ張ってくれている、進路決定者が多くなっているが、大学の話
をするなど、大学の授業の事を教えながら、意欲的に取り組ませられた。7月と比べていても大差なく継
続的に意欲的に授業を行ってくれた。
<数学探究Ａ>
項目１から項目７においては「かなり当てはまる」の割合が前回より増えている。特に項目２や項目５に
ある「新しいものの見方や考え方」および「自分の考えが広がった、深まった」表れが入試問題演習に取
り組んだ結果であることを示している。残念ながら振り返る時間が取れず項目１は「ほとんど当てはまら
ない」も2割を超えている。問題演習が中心の授業展開で、生徒が解答するようしているが、入試問題演
習を必要としない生徒がほとんどでモチベーションを上げることは難しい。
<数学探究Ｂ>
一般受験の生徒がいるため、周りを引っ張ってくれている、進路決定者が多くなっているが、大学の話
をするなど、大学の授業の事を教えながら、意欲的に取り組ませられた。7月と比べていても大差なく継
続的に意欲的に授業を行ってくれた。
<数学探究Ｃ>
すべての項目において、『かなり当てはまる』『ほぼ当てはまる』の割合が８,９割程度であり、生徒の取り
組むべきテーマがはっきり見えるようになったと考えられる。
<数学探究Ｄ>
すべての項目において1学期実施より「かなり当てはまる」の割合が増えた。これは2学期からグループ
で相談しながら問題を解かしたことと，１つの問題に対して解く時間を増やしたことが結果に繋がったと
考えられる。

<数学Ⅲ>
一般受験の生徒がいるため、一般受験に対応した授業を展開しなければならないが、教科
書が三学期までかかるため、生徒に迷惑をかけてしまっている。ただ、12月以降など、基礎
の復習やつまずきそうなポイントを丁寧に教えるなどの工夫をしてきた。今後は、一般受験
者のことを考え、授業のペース配分などをしっかりと考える工夫が必要だと感じた。
<数学探究Ａ>
生徒自らが考え問題解決が出来るように基礎力を充実させ、教室内の雰囲気を、互いに教
え合い学び合えるように工夫していきたい。問題を解く楽しさ、面白さで充実感が感じられる
授業にしていきたい。
<数学探究Ｂ>
7月以降はセンター試験にむけて、過去問や予想問題など解かせていくなど受験にむけ本
格的に指導することが出来た。ただ、単位数が2単位なので、もう少し時間をかけて演習を
行えればよかったと考えられる。また、演習を多くやりすぎた部分があるので、もう少し講義
の時間を増やして応用や発展の」問題を能動的に考えさせられたらよかったと思う。
<数学探究Ｃ>
入試問題の演習に特化せず、基本問題を例にとり生徒の興味関心を持たせるための工夫
を追求することに加え、２学期の取組をさらに深化させ、高校生活で学んだ数学の総決算と
なるよう指導したい。
<数学探究Ｄ>
1学期に比べて問題を解く姿勢はよくなったが，居眠りをする生徒もいる。3年生はこれから
進路が決まっていき，勉強への意欲が低下する傾向があるので，注意しながら指導してい
く。

理科

<生物、発展生物、自然観察>
全体的に評価が高くなった。生徒が授業のやり方に慣れたこともあるかもしれない。
<物理、発展物理>
全体的な評価は高くなったが、評価１も見受けられる。１学期より難しい内容を扱ったことで授業につい
ていけなくなり、意欲が薄れてしまった可能性がある。
<化学、発展化学>
少人数であったが、毎回の授業で必ず生徒に考えさせる時間を設けた。生徒は積極的に答えた。
<地学基礎>
全体の評価平均が0.5ポイント低下した。９～10月で進路が決まると，目に見えて学習態度が変化した。

<生物、発展生物、自然観察>
生物では教科書のページ数と学習内容が非常に多いため、効率よく学べるように単元に
よっては板書内容などをプリントにまとめて時間短縮を行った。結果、期末テストまでにほぼ
教科書を終えることができた。わかりやすいという感想もあったが、より工夫して一人一人に
問いかけができるように工夫したい。
<物理、発展物理>
２学期は、波や電気などのイメージが難しい分野であったため、教材を生徒に使わせたり図
を描いたりして授業を進めた。「物理が面白い」という感想もあったが、理解できていない生
徒もいるため、生徒自身の手で学習内容に対しての理解を深めさせるような工夫が必要で
ある。
<化学、発展化学>
理論化学では計算を通して、理解を深めた。無機化学では、プリントで授業を進めた。覚え
ることが多い内容であるが、実験を通して体系的に学ぶ時間を設けた。１学期に引き続き、
生徒は問題演習に積極的に取り組んだ。必要であれば、化学基礎の内容の復習も行った。
<地学基礎>
興味・関心を持たせるために日本列島の地学史の映像授業を行った。生徒自身による調べ
学習が常態化してきたので，変化させたほうがいいのかもしれない。

体育

<体育>
大きな変化はないが、全体的な満足度は高く、体育を楽しんでいる。
<スポーツⅡ、スポーツ指導法Ⅱ>
２年より３年生のほうが「充実感」・「取り組み」等、数値が高かった。

<体育>
生涯スポーツの観点から多くの種目にふれ、満足ができたと考える。
<スポーツⅡ・スポーツ指導法Ⅱ>
全ての数値は高かったが、これで満足せずさらなる取り組みをする。生徒が自ら考え実行す
るような授業展開を今後行いたい。

美術

ほぼ全項目で高評価の割合が100％であった。満足度の高い評価であると考える。全体的には良い取
り組みであったと感じた。授業の進め方や課題に集中して制作ができたように思われる。

前期と比較すると、全項目で「だいたい当てはまる」の割合が増えて、「あまり当てはまらな
い」　の割合が減った結果となった。少しではあるが、改善が見られたと感じたが、課題の進
め方などアドバイスをしながら、興味を持たせられるように指導をしたい。

音楽
全項目で平均が3.9と高評価であった。殆どの項目の平均が0.1～0．2上がった。 それぞれが両手で弾けるようになり、技術の向上がみられるようになったため満足度が上

がった。今後も全ての生徒に目を配り細かい練習目標を立て、それぞれが楽曲を理解し創
意工夫を表現できるような演奏を目指していく。

英語

<コミュ英Ⅲ>ほとんどの項目で「かなり当てはまる」「ほぼ当てはまる」の回答が得られている。しかし講
座によっては「かなり当てはまる」「ほぼ当てはまる」と回答した生徒の人数が同等だったのが気になる
ところである。
<発展英語Ｂ>
ほぼすべての項目で「かなり当てはまる」「当てはまる」と回答しているが、項目によっては「そうは思わ
ない」と感じている生徒がいることは確かである。扱う問題のレベルが高いことから、達成感や成長を感
じる機会が減った可能性がありそうだ。

<コミュ英Ⅲ>
生徒の興味・関心に合わせて扱う単元を設定し、学習に向かう姿勢の醸成を図った。また文
章が長くて難易度が高い文章を扱うこととした。学習意欲が旺盛な生徒にとっては内容が理
解できたときの達成感や充実感を持たせることができた。一方で、高校卒業後の進路が決
まった生徒の学習意欲を向上させるのが課題となった。
<発展英語Ｂ>
大学の一般入試を受験する生徒のために問題演習を行ったが、難易度が高かったようだっ
た。２学期の後半からは時事ニュースなど生徒の身近なテーマについて書かれた英字新聞
を教材として活用した。背景知識があるので生徒の取組みも良好で、定期試験の結果も好
転した。

家庭
子どもの発達と保育において、全項目において「ほぼ／かなり当てはまる」回答を得ている。10名受講
のクラスで少人数展開ではあるが、「あまり当てはまらない」「ほとんど当てはまらない」が0回答となっ
た。

少人数で細かい指導ができたので評価も高く、保育園実習に向けての準備が十分に行えた
ので、充実した実習となった。10名全員が保育系への学校に合格した。意欲的に取り組み
技術や知識が深くなったと思われる。
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