
令和2年度　生徒による授業評価の分析と改善方針（１学年）
集計結果による分析 改善方針

国語

７つの項目の平均が３であることから、概ね良好な結果であったといえる。しかしコロナ禍によりグルー
プ学習等が実施できず、講義形式の授業が中心だったため、項目２・５については他の項目より充実
度が低い。また、項目６の結果から、学習した知識が主体的なより深い学びや新たな問題意識につな
がっていないことが伺える。

コロナ禍が続く中で生徒同士の活動を増やすことは難しいが、国語の時間で伸ばすべき
「話すこと・聞くこと」の指導を少しでも充実させたい。また、物事をより深く考察する姿勢
を身に付けさせるために振り返りの時間をしっかりとるように努める。

社会

授業の在り方についての区分では、十分できた、できたと答えた人が9割を超え、グループワーク等を
積極的に導入した結果、新しいものの見方や、自分の考えを深める機会が十分にあったことが伺え
る。また、学習の状況についての区分では、十分できた、出来たと答えた人が8割を超えており、授業
で得た知識をある程度活用できていると伺えた。

項目の中でも、項目７の割合が低いので、新しく学んだことをこれまでの学習につなげら
れるような授業を展開していきたいと思う。また、グループワークも引き続き実施してい
き、様々な意見を聴いて自らの考えを深められる授業を行っていきたい。

数学

すべての項目について十分できた、できたと答えた人が7割8割を超えていることから、生徒一人ひとり
に十分なサポートができたと考えられる。また、項目４の『授業の中で「身についた」、「できるようになっ
た」と感じることがありましたか。』で「十分ありました。」「少しありました。」と答えた人が9割超えている
ことから授業動画やプリントなどで補填していたので授業中でも十分な学習になったと考えられる。

引き続き、授業中の机間指導や放課後の補習などで生徒の苦手を克服できるように支
援していく。また、項目２で『友人と話したり、文章をよ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はありましたか。』で「ありませんでした」と答えた人が3割近くいた
ので、授業での問題を解く時間を増やし、生徒同士で話し合い考える時間をとり、生徒に
とって充実した授業を展開していきたい。

理科
各項目が「かなり当てはまる」・「ほぼ当てはまる」という評価を得た。ただ項目２ではコロナ禍のためグ
ループ活動ができていないため、評価が全体的に低く課題が残った。

コロナ禍なので、感染症対策などを考慮しつつ、グループワーク等の協同学習で生徒一
人の意見をグループを通して全体で共有できるように指導していきたい。

体育
１学期は新体力テストの実施と距離をとった種目を行った。２学期からは集団行動、ラジオ体操を行っ
た後に選択種目に分かれての実施をしている。授業に対して意欲的に取り組んでいる生徒が多く、充
実度は高い。どの項目でも高い評価を得ている。

特に問題はないが、手洗いうがいの徹底、見学時の距離の確保など感染対策を講じな
がら授業展開をしていきたい。１年生という事もあるので基礎技術の定着を目指して行っ
ていきたい。

保健
課題学習の授業展開から徐々に通常の形式へと移行してきている。グループワークが難しい中でそれ
ぞれが工夫しながら授業を行い、高い評価を得ている。

今後もペアワークやＩＣＴを活用しながら生徒が主体的に考え、理解できる授業展開を工
夫していきたい。

美術
ほとんどの項目で「とても当てはまる」、「だいたい当てはまる」が80％以上であった。1学期は提出課
題を制作する基礎的な内容でしたが、提出状況などは良く、全体的には良い取り組みであったと感じ
たが、指導方法として直接指導の必要があると感じた。

2学期は時間をかけた課題となるので、生徒の個性を十分に発揮できるように、教材研
究を徹底したい。毎回、授業での到達目標を設定して、進度の差がでないようにしていき
たい。

音楽
項目４の「授業の中で身についたことや、できるようになったことを実感することができた」と感じている
生徒が多いことが分かった。

2学期は歌唱中心の授業なので、充実感、満足感を与えられるように教材研究を徹底し
たい。生徒同士が話し合う機会や意見を発表しあう機会を設け、生徒が主体となる授業
を心がけて学習への意欲を高めていく。

英語

<コミュ英Ⅰ>
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。
<英表Ⅰ>
7項目中５項目については、かなり当てはまる、ほぼ当てはまるの合計が8割を超えているので問題な
いと判断できるが、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はありましたか」は７２％、項目５「授業の中でほかの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、深まったと思いますか。」も７３％とほかの項目に比べて該当率が低
いという結果となった。

<コミュ英Ⅰ>
概ね良好な結果であったが、生徒の主体性や充実感を高める手立てとして、基礎事項を
活用できる補助教材の開発に務め、徐々に発展的な学習内容へステップアップさせた
い。
<英表Ⅰ>
1年の段階では、中学校で習熟しておくべき英語の構造に関する知識や、基礎的な単語
力などが不足しているケースが多いため、これまでは先ずは基礎的な知識を固めること
を重点として授業を進めてきた。今後基礎力が身についてくる様子を見ながら、相互に話
したりする機会を増やせるように努力したい。

家庭
家庭基礎において、２・６以外の項目で「かなり／ほぼ当てはまる」回答が80％以上という好結果で
あった。項目２については、コロナ禍のため課題学習が中心だった為と思われる。

１学期はコロナ禍のため課題学習中心でした。これからは、実習などを少しずつ取り入
れ、生徒にとって充実感、達成感を得やすい授業、個別に思考する場面を設けて、それ
を発表したり、他者の考えを知り、自らの考えを広げ深める授業を心がけていきたい。

情報
１学期の前半が自宅における学習となったことから、授業では課題の確認などを中心とする内容となっ
ていた。考えをまとめるなどの時間を十分にとることができなかったことが評価に表れていると思われ
る。

２学期以降はプレゼンテーションなど座学ではなく実習を伴うものを行うため、同じような
結果となることはないと思われる。生徒がより積極的に参加し、主体的に学習できるよう
に授業改善を進めていく。
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国語

<現代文B>
授業の在り方に対してはおおむね良好であった。学習の状況について、おおむね良好ではあるが、自
己が学んだ知識を、どのように広げていけるかをわからない生徒が多少みられる。
<古典B>
予習・復習を繰り返すことで古典学習に対する目標を理解し、意欲も高いが、自他の意見や考えを深
めたり、発展させる取り組みに課題がある。
＜Ｃ帯国語探究＞
すべての項目において90％以上の生徒から「かなり／ほぼ当てはまる」という回答を得ている。

<現代文B>
授業で学んだ知識が自己の生活の中でどう生かされていくかという目標を明確にしてい
く必要がある。
<古典B>
更に問題演習を取り入れながら、読解力を培う学習方法を定着させたい。
＜Ｃ帯国語探究＞
引き続き国語のあらゆる能力を総合的に伸ばせるよう授業を展開していきたい。

社会

＜日本史A＞
おおむね良好な評価を得たが、項目5の他人の考えを聞く・読むことに関し課題を残した。
＜世界史A＞
ほぼすべての設問において９割前後の生徒から「かなり当てはまる」「ほぼ当てはまる」という回答を得
た。ただ、項目２や項目５など協同的学習に関する項目がやや低い評価となる傾向があるため、この
点が課題として意識される。
＜地理A＞
おおむね良好な評価を得たが、項目5の他人の考えを聞く・読むことに関し課題を残した。

＜日本史A＞
グループワークが困難な状況だが、各自の調べ学習の成果発表等により、異なる視点を
もって幅広い理解ができるよう目指す。
＜世界史A＞
グループワークなどを含めて協同的な学習を多く取り入れる実践に取り組んでいきたい。
＜地理A＞
グループワークが困難な状況だが、各自の調べ学習の成果発表等により、異なる視点を
もって幅広い理解ができるよう目指す。

数学

<数学Ⅱ>
すべての設問において80％以上の生徒が「かなり当てはまる」「ほぼ当てはまる」という回答を得た。
今年度からこの教科を履修するのは理系の生徒のみとなり、ある程度意識の高い生徒のため、このよ
うな結果になった。
<数学Ｂ>
ほぼすべての設問において80％近くの生徒が「かなり当てはまる」「ほぼ当てはまる」という回答を得
た。今年度からこの教科を履修するのは理系の生徒のみとなったが、分野による苦手意識が強く、項
目４については３割弱の生徒が「あまり当てはまらない」「ほとんど当てはまらない」という結果となって
しまった。
<発展数学>
すべての項目の90％以上において、「かなり当てはまる」「ほぼ当てはまる」が選択されている。しかし
ながら、グループワークを用いた授業展開が密を回避するために実施できなかった。

<数学Ⅱ>
コロナ禍の状況でグループワーク等を行うのは、３密の関係で実質不可能に近いが、生
徒同士で問題解決の方法を話し合う機会が作れるような授業を展開していきたい。
<数学Ｂ>
項目４について、より実感できるようにＩＣＴ機器等を用いて視覚的・動的に事象をとらえら
れるように工夫をしていきたい。
<発展数学>
コロナの影響により授業時間が大幅に減少している中で、例題の解説時間を少なくし、類
題を生徒に課し進度の確認には小テスト等を活用し生徒の計算力向上に活かし効果的
な授業展開を計画していく。

理科

<生物基礎>
ほぼすべての項目で90％以上の生徒が「かなり当てはまる」「ほぼ当てはまる」という評価を得た。特
に項目１・３では高い評価を得たため、取り組みは良好であると考える。一方、項目５はほかの項目よ
り低い評価となっており、他者との意見交換が不十分であったと考える。
<物理基礎>
ほぼすべての項目で、90％以上の生徒から良好な評価を得た。良好な評価が86％だった項目５につ
いても、コロナ対策で生徒同士の会話を制限しているため90％を超えなかったものと思われる。

<生物基礎>
学習状況は良好なので、生徒自身の成長を感じるような活動も取り入れたい。特に、生
徒間の考えを共有できるようにICT機器を活用して、個人の意見を全体で共有できるよう
に工夫していきたい。
<物理基礎>
文系・理系を問わず生活に密接に関連した内容であるため、感染症対策に注意しつつ、
生徒の主体的な活動を続けていきたい。

体育

<体育>
１年生同様１学期は新体力テストを実施、その後は集団行動、ラジオ体操、球技を実施している。特に
授業に関してはこれといった問題はない。「楽しい」「頑張ります」などの前向きな感想が多い。充実度
と取り組む姿勢は、非常に高かった。
<フィールドスポーツⅠ>
特に問題なし、ニュースポーツを実施し一生懸命に取り組む姿勢がみられ、積極的に活動に取り組ん
でいる。どの項目も高い評価を得た。

<体育>
特に問題はないが、手洗いうがいの徹底、見学時の距離の確保など感染対策を講じな
がら授業展開をしていきたい。１年次よりも主体的に授業実践ができるように行っていき
たい。
<フィールドスポーツⅠ>
将来のスポーツ活動に役立つ知識や技能の習得に役立つ教材の精選や指導を心がけ
る事が必要である。専門性を高めレベルの高い授業を展開したい。

保健
課題学習の授業展開から徐々に通常の形式へと移行してきている。グループワークが難しい中でそれ
ぞれが工夫しながら授業を行い、高い評価を得ている。

今後もペアワークやＩＣＴを活用しながら生徒が主体的に考え、理解できる授業展開を工
夫していきたい。
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美術
授業の在り方について（①②④）８５％以上、学習の状況について（⑤⑥⑦）９0％以上が「とても当ては
まる」、「だいたい当てはまる」であったが、③では81％であった。真剣に課題に取り組む生徒も多い
が、集中力に欠け、最後まで根気強く取り組めないことがある。

2学期は工芸課題があるので、制作工程（プロセス）が非常に重要になってくる為、理解
が深められるようにプリントや教材見本など工夫して取り組みたい。充実して制作活動が
できるように教材の準備を徹底したい。

音楽
全ての項目で「かなり当てはまる」と「ほぼ当てはまる」の高評価が90％を占め、概ね良好な結果がで
ている。

2学期はアンサンブルなど自主的に活動していくことが多くなるので、それぞれに合った
課題を出し、より音楽を愛好する心を育めるよう、様々な音楽に触れるようにしていく。

英語

<コミュ英Ⅱ>
全項目において、かなり当てはまる・ほぼ当てはまると答えた割合が８０％を超えている。しかしその中
で、項目6『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んだりすることがで
きた。』が他の項目より当てはまらない割合が多かった。
<発展英語A>
ほとんどすべての項目で『かなり当てはまる』『ほぼ当てはまる』の回答が得られ、良好な結果だった。

<コミュ英Ⅱ>
英語の習得だけでなく、自分の意見を持ち表現する機会を増やしていく。新しい問題に取
り組む機会を増やしていく。
<発展英語A>
「自分の考えを持てた」実感が少ない生徒もいるため、英語で自分の考えを表現する力
をつける機会を増やしていく。

家庭
フードデザインにおいて、項目３・６以外の評価で「かなり／ほぼあてはまる」回答が90％以上であっ
た。自分の考えをまとめたり、解決策を考えたりする機会がコロナ禍のため少なかった。

１学期は、コロナ禍のため課題中心の授業でした。２学期も座学中心の授業の中、この
ような回答を得られた。今後は少しずつ実習回数を増やす計画を立てており、専門的な
学びの中で実習を通し、生徒の学習に対する満足度をあげていきたい。

情報
「あまり当てはまらない」という生徒が一定数存在する。少数で行われている科目であるが、その中で
学力差等が大きく出てきていることが原因であると思われる。

MicroBitを使いプログラミングを学習することにより興味関心を高め、また、学力差を吸
収するような教材と授業展開を進めていく。

あしがら

＜未病＞
ほぼ全ての項目で良好な結果が得られた。項目１と項目２について「ほんとんど当てはまらない」に回
答した生徒が数名いた。
＜地域防災＞
ほぼ全ての項目で良好な結果が得られた。項目１と項目２について「あまり当てはまらない」に回答し
た生徒が数名いた。

＜未病＞＜地域防災＞
生徒のモチベーションを下げないような授業づくりを行っていく。
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国語

＜古典研究＞
概ね良好であったが、項目6・7より主体的な学びや知識の応用にはつながっていないと思われる。
<精選現代文><理系現代文＞
すべてにおいて評価２や１がほとんどない、概ね良好な結果だった。生徒の学習に対する意欲の高さ
がうかがえる。
〈古典精読〉
概ね良好であったが、生徒主体的な部分で課題があった。
〈国語探究〉
ほとんどの項目で評価２や１がない良好な結果であった。選択科目の特性もあるので多岐にわたって
工夫ができた。

＜古典研究＞
作品における人物や風習を探り、現代の我々の生き方に結びつくように考察を深める。
＜精選現代文＞＜理系現代文＞
生徒各自の進路実現にむけて授業内容の充実を図ること、またより主体的に取り組むこ
とのできる授業展開として、グループによる言語活動などを積極的に授業に取り入れて
いく。
〈古典精読〉
古典文法を詰め込むことよりも、内容理解を中心に授業展開をしていきたい。そのために
も視覚教材を用いることや、現代との繋がりを意識させたい。
〈国語探究〉
国語を探究するという観点から知識を深めるのみならず、言語活動も取り入れて授業を
していきたい。

社会

＜日本史B＞
おおむね良好な評価を得たが、項目２の話したり読むことに関して課題を残した。
＜世界史B＞
選択者を主体とする科目とあって、おおむね良好な結果となった。ただ、わずかに評価の低い項目（項
目６など）があり、その点を意識する必要がある。
＜政治経済＞
おおむね良好な結果だったが、項目６について課題あり。問題意識を持たせる授業づくりを意識した
い。
＜新聞購読＞
おおむね良好な結果だったが、項目４について課題あり。生徒が学びの実感を得られる授業づくりをよ
り意識したい。

＜日本史B＞
史料の読み取りや出来事の意義などについて、意見交換や発表の機会を増やしていく。
＜世界史B＞
授業で得た知識を基に考えを深めたり、意見を交換したりする授業などに取り組んでい
きたい。
＜政治経済＞
学んだ知識を実生活におとしこみ、自分事として考えさせる時間を増やしていく。
＜新聞購読＞
発表などの経験を通じてどのような力がついたのか、振り返りをさせる時間を増やしてい
く。

数学

<数学Ⅲ>
ほぼ全ての解答がかなり当てはまるもしくはほぼ当てはまるであり、良好な評価を得た。
<数学探究Ａ>
ほぼ当てはまるが多い。項目４から７にかけ課題が残る。
<数学探究Ｂ>
全ての解答がかなり当てはまるもしくはほぼ当てはまるであり、良好な評価を得た。
<数学探究Ｃ>
ほぼ全ての解答がかなり当てはまるもしくはほぼ当てはまるであり、良好な評価を得た。
<数学探究Ｄ>
ほぼ全ての解答がかなり当てはまるもしくはほぼ当てはまるであり、良好な評価を得た。

<数学Ⅲ>
基礎計算のミスが目立っているので、計算練習の課題を課して補っていく。
<数学探究Ａ>
問題演習の前に基本事項を説明してから解くようにしていく。
<数学探究Ｂ>
文章を読み立式する力や論理的な記述をする力に課題があるので、それらの点を重点
的に指導していく。
<数学探究Ｃ>
問題演習を説明したり解かせたりして興味を持たせていく。
<数学探究Ｄ>
問題演習を説明したり解かせたりして興味を持たせていく。

理科

<生物、生物探究›
おおむね良好な（評価１・２がほとんどない）結果だったが、項目５については課題が残った。
<物理、物理探究>
授業時数が大幅に減少したため、進度を速めた。そのため、一方的に説明する授業中心になってし
まった。
‹化学、化学探究>
一方的な説明授業が多かったため、、生徒があまり学んだ実感を得られていない。
‹発展生物>
すべての項目で高い評価を得た。しかしながら、項目６・７の知識の活用については改善の余地があ
る。
‹発展物理>
意欲のある生徒が集まっているため、全受講生徒からすべての項目で良好な評価を得た。
‹発展化学>
全体的に高評価ではあるが、生徒があまり学んだ実感を得られていない。
<地学基礎>
６～７月は少ない授業時数の中で、生徒達は意欲的に取り組んでいた。９月以降は内容が宇宙から地
球に移ったためか、学習意欲が減った生徒もいたようだ。
‹自然観察>
自然観察するために歩くことが、少し苦痛であったようだ。

<生物、生物探究›
文章を読んで理解したり、自分の考えなどと比較検討したりすることで、項目５を改善して
いく。
<物理、物理探究>
時間的な余裕ができれば、今後は生徒による問題演習と発表の時間を増やしていきた
い。
‹化学、化学探究>
講義や演習が中心の授業の中にも、生徒が積極的に参加できる工夫をしていきたい。
‹発展生物>
獲得した知識の活用を求められる問題等に取り組み、生徒の能力を伸ばしていきたい。
‹発展物理>
感染症対策を講じつつグループワークを行い、引き続き物理学に対する学びを深めてい
きたい。
‹発展化学>
演習問題等を使用し、知識の活用を促していきたい。
<地学基礎>
今後は火山・地震・気象等を防災と関連付ける等して、生徒達の興味・関心を高めたい。
‹自然観察>
スケッチの方法を指導し、学習を深めたい。

体育

<体育>
各自が選ぶ選択別の球技を中心とした授業を実施した。生徒各自が自分の好きな種目を選んで行う
授業のためかそれぞれが自主的・意欲的に運動に関わり、とてもよい雰囲気で行われた。１，２年と比
べ、充実度、取り組みは非常に高かった。
<スポーツⅡ、スポーツ指導法Ⅱ>
特に問題なし、どの科目でも一生懸命に取り組む姿勢がみられ、積極的に活動に取り組んでいる。ど
の項目も高い評価を得た。

<体育>
特に問題はないが、手洗いうがいの徹底、見学時の距離の確保など感染対策を講じな
がら授業展開をしていきたい。スポーツのさまざまな視点に立った授業実践ができるよう
に行っていきたい。
<スポーツⅡ、スポーツ指導法Ⅱ>
将来のスポーツ活動に役立つ知識や技能の習得に役立つ教材の精選や指導を心がけ
る事が必要である。専門性を高めレベルの高い授業を展開したい。

美術

ほとんどの項目で「とても当てはまる」、「だいたい当てはまる」が90％以上であった。満足度の高い評
価となっているが真剣に課題に取り組む生徒も多いが、最後まで根気強く取り組めないことがある。概
ね良い結果ではあったが、課題については進め方をしっかり組み立てて最後まで根気強く取り組める
ようにする必要があると感じた。

さらに積極的に授業にのぞめるように、作品制作の為の資料収集や鑑賞方法、素材研
究など、授業以外での勉強方法についても指導していきたい。充実して興味を持って制
作活動ができるように教材の準備を徹底したい。

音楽

全ての項目で「かなり当てはまる」と「ほぼ当てはまる」の高評価が90％を占め、概ね良好な結果がで
ている。個人レッスンなので、①「はじめに学習の狙いを示す」ことや②「他者の考えを知る」ことが難し
く、授業の展開を今後変えていく必要があると感じた。

放課後等に補習を行い授業のレッスン時間の短さをカバーしていくが、人数が多くピアノ
に触れる時間が少ないことや、個人レッスン時間の短さはカリキュラムとしても改善して
いく。

英語

<コミュ英Ⅲ>
生徒の大半が授業の進め方や内容に関して満足しているようだ。しかし、内容の定着具合については
まだまだ工夫すべき点があると考える。
<発展英語Ｂ>
７項目すべてにおいて、”かなり当てはまる”もしくは”ほぼ当てはまる”という回答を９０％得ることがで
きている。

<コミュ英Ⅲ>
定期試験だけでなく「単元テスト」を実施することで、短い範囲での学習内容の定着具合
や生徒が自身の弱点を早期に把握していく。
<発展英語Ｂ>
ディベートやプレゼンテーションなどの言語活動が少ないため、今後増やしていく。

家庭
21名のみの受講であるが、自選「子どもの発達と保育」において、項目1,2,3,4,5で100％の「かなり/ほ
ぼ当てはまる」回答を得ている。年４回実施している保育園実習はコロナ禍のため中止になってしまい
大変残念である。

出張授業や生徒の希望等を取り入れて、さらなる授業充実をはかっていきたい。


