
12月実施　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つの項目のすべてにおいて平均値が３を上回り、特に項目２、５の評価が５ポイントから６ポイント上
がっていることから、グループ学習が生徒の満足度につながっていることが分かる。また、項目４、６の結
果から、授業を充実したものにするためには、学習した内容を理解し、身に付けた知識を活用する力をつ
けさせる必要がある。

グループ学習が「話すこと、聞くこと」にとどまらず、自分の考えをより広げ、深めることにつながるよ
うに指導していく。また、新しい問題や文章読解に取り組むことができる基礎知識を充実させる。

社会

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」が９０％を超えており、おおむね良好な結
果であった。一方で、項目７の割合が他の項目に比べて「あまり当てはまらない」「ほとんど当てはまらな
い」の割合が高く、授業で学習したものを新たに結び付けて学習していく必要がある。

授業で学んだことを、他の単元や他教科ともつなげるようにし、教科横断型の授業展開を行う。

数学

ほどんどの項目で「かなり当てはまる」と回答したものが７月よりも増えている。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」と回答したものが８割を超えていることから７月よりも授業の改善
ができたのでないかと考える。しかしながら試験での平均点や授業の雰囲気から見ても数学への苦手意
識を持つ生徒は多くみられるのでこれまで以上に授業の計画をしていく必要がある。

習熟度別での授業展開であるので、担当教師との情報連絡を徹底してプリントやICTなどの活用を
して改善する。また、週末課題や小テストを用いて、常に生徒の習熟度を把握する。

理科

前回のアンケートと比較して項目１、7の評価が減少した。理由として1学期等の授業内容を忘れてしまっ
たことや内容自体が若干難化していると思われる。しかし、項目2、6が上昇した。理由は生徒同士の交流
を感染症予防等を施し実施したため、知識の活用等ができたためである。

前回学んだ内容の振り返りの時間を設けたり課題プリント等を活用していき、新しい内容にスムー
ズにつながるようにする。

体育
集団行動、ラジオ体操、球技２種目を行った。１学期のときよりも制約も少なく、授業時数も多かったので
満足度は高かった。「身についた」「できるようになった」の項目が減少した。

集団行動やラジオ体操はできる、できないがはっきりでるのでこのような結果が出たと感じる。２年
生でも行う種目なのでよりわかりやすく丁寧に教える。

保健
1学期はほぼ授業ができなかったが、２学期はＩＣＴを活用しながら、ペアワークなども取り入れて授業展
開ができたので項目の３番が大きく改善された。

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する。

美術
すべての項目で「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。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。

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する。

音楽

一人一人を大切に指導するよう努めたが、期間が短く、人間関係や生徒の対応が不十分であったと認識
している。評価の平均が3.1であり、これを上げる努力がかなり必要であると考えている。

私が感じているのは、かなり分かりやすい説明をしていても、理解できない生徒が多いということで
す。分からない時に積極的に質問する生徒がいないので、こちらからより一層の気配りし、生徒を観
察し、生徒に適切な指導をする。

英語

<コミュ英Ⅰ>
「かなり当てはまる」と回答したものがほぼ全ての項目で前回よりも増えていることから、授業改善が奏功
していると考えられる。しかし、授業の机間巡視からは英語を苦手とする生徒の状況は非常に厳しいこと
も見て取れる。
<英表Ⅰ>
全ての項目について「かなり当てはまる」の回答が前回よりも増えており、コミュ英I同様に授業改善が奏
功していると考えられる。しかし、文法事項を多く扱う英表Iに於いてはコミュ英以上に理解度の差がある
と感じる。

<コミュ英Ⅰ>
概ね良好な結果であったが、既習事項の活用や基礎事項を発展させた課題に取り組む手立てとし
て、生徒のニーズに応じた補助教材の開発に努める。
<英表Ⅰ>
評価は良好であったものの、授業が進行するにつれて扱う内容も難しさを増してくるので、丁寧な説
明は勿論のこと、問題演習も含のほか、実際に使用する場面を増やすなどの工夫を更に進める。

家庭
家庭基礎において、前回は自宅での課題学習などの授業評価だったが、７月より正常に登校開始で、今
回は被服実習や座学での授業の評価でほとんどすべての項目で評価が良くなっていた。

コロナ禍のため一方的な授業をすることも多く他者の考えを知り、自らの考えを広げ深める場面設
定があまりなかった。もう少しゆとりをもって生徒に合わせた授業進度・授業計画を心がける。

情報
1学期は著作権や産業財産権など情報セキュリティが中心の授業であったが、今学期は演習を中心に
行ってきたため多くの項目で改善がみられる結果となっている。

3学期については、プログラミングとプレゼンテーションを中心に各個人の能力に合わせた授業展開
を進めていくように工夫する。

12月実施　令和2年度　生徒による授業評価の分析と改善方針（２学年）
集計結果による分析 改善方針

国語

＜現代文＞
授業に対しては、おおむね満足しているが、授業で学んだことを通して、生徒自身が思考する習慣を身に
付け、社会生活の中に生かしていけるのかがまだ結びついていないと思われる。
＜古典B＞
項目1に前回と比較して改善が見られずにある。他の項目では学習への意欲も知識の定着も改善が見ら
れる。特に項目3,4の伸長はは著しく、主体的な学習の定着を裏付けている。
＜国語探究＞
すべてにおいて評価２や１がほとんどなく、平均も前回より高い良好な結果だった。生徒の学習に対する
意欲の高さがこの結果につながったのだと思う。

＜現代文＞
単元の説明的、機械的な指導だけではなく、生徒自身に思考させる授業を行い、問題発見が出来
る授業を展開する。
＜古典B＞
授業の導入時に狙いを更に強調して確認するとともに、終了時に振り返る意識を定着させる。
＜国語探究＞
「言語活動も取り入れて授業をしていきたい」という前回の反省を踏まえて授業を展開したかった
が、コロナ禍の中では思うようにできない部分もあったので、今後活動を増やす。

社会

＜日本史A＞
ほぼすべての項目において９割以上の生徒が「かなり当てはまる」「ほぼ当てはまる」と回答している。今
後も生徒の思考力を高める授業を実践していきたい。
＜世界史A＞
ほぼすべての項目において９割以上の生徒が「かなり当てはまる」「ほぼ当てはまる」と回答している。課
題であった項目２や５の回答も改善が見られた。
＜地理A＞
すべての項目において、良好な評価結果だった。とくに、項目５が前回より高まった。

＜日本史A＞
今後もアンケートの結果を踏まえ、引き続き授業で得た知識を基に思考力を高め、意見を交換した
りする授業などに取り組む。
＜世界史A＞
アンケートでは改善が示されたものの、講義中心になりやすい教科の特性があるため、コロナ対応
を意識しつつも、今後も協同的な授業づくりに取り組む。
＜地理A＞
授業内で、調べ学習や発表の機会を定期的に取り入れる。

数学

<数学Ⅱ>
前回の結果と大きな変化が無かった結果となってしまった。生徒は理解しようと努力している様子も見受
けられるが、進度が早い影響で追いつかない状況があったと思われる。
<数学Ｂ>
前回とほぼ変わらない結果となったが、「項目５」においてほとんど当てはまらないの回答が改善されてい
ることでわずかながらだが関心が高まったように思われる。
<発展数学>
全項目でほぼ９割以上の生徒が「かなり当てはまる」「ほぼ当てはまる」としている。生徒自身が何とか理
解しようと学習に励み、授業の進め方や指導方法についても生徒の支持を得ていると判断される。

<数学Ⅱ>
理系選択者のみの科目であるため、生徒の数学に対する意識は高いので、なかなかできなかった
生徒同士の話し合いの機会を多く設ける。
<数学Ｂ>
生徒の数学に対する意識は高いので、興味・関心を高めるような教材づくりやＩＣＴ機器等を使った
授業に努める。
<発展数学>
休校期間もあったが、学習内容を精選し年間指導計画における内容は、ほぼ完成した。しかし、授
業時間確保が難しい中、授業内での演習時間が少なく、家庭学習の意識レベルによる生徒の理解
力の差が大きく出てしまった。復習を徹底し、問題解法の基本パターンがしっかり身に付くように指
導する。

理科

<生物基礎>
全項目で７月よりも良好な結果になった。グループでの話し合いの機会が増えたことで、学習の意欲が高
まったと思われる。
<物理基礎>
全項目で９割以上の生徒が「かなり当てはまる」「ほぼ当てはまる」としている。小テストやT.T授業の実施
等により、学習に対する生徒一人ひとりの意識が上がったものと思われる。

<生物基礎>
今後も知識を習得させるとともに、グループ活動など話し合いの機会や知識を活用する機会を増や
す。
<物理基礎>
今後も、生徒の実態に沿った学習内容を選び抜くとともに、日常生活に絡めた授業を展開する。

体育

<体育>
かなり当てはまるが減少し、ほぼ当てはまるが増えたが、全体的な満足度は高かった。
<フィールドスポーツⅠ>
どの種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>
大きな問題はない。３年生になるとより主体的な授業展開が行われるように工夫する。
<フィールドスポーツⅠ>
引き続き一般体育ではできない多くの種目に触れさせる。

保健
難しい単元も多かったので全体的な満足度は減少した。 生徒達が身近に感じるには難しく、興味関心の低い単元が多かった。いかに興味関心を引かせな

がら授業展開できるかを工夫しながら行っていく。

美術

すべての項目で「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。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。

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
に指導する。

音楽

能力的に高い生徒が多い。また、フレンドリーな生徒が多く、質問などにも積極性があり、音楽を楽しんで
いて指導しやすかった。評価の平均が3.3だったので、評価をもっと上げる努力をして、様々な改善が必要
である。

各々が、頑張り努力し、作曲しました。時間がなく発表の機会をつくる時間がなかったので、次回は
発表したり、意見を出し合う時間を設ける。

英語

<コミュ英Ⅱ>
７月と比較して大きな変化は見られず、すべての項目において９割以上の生徒が「かなり当てはまる」「ほ
ぼ当てはまる」と回答している。
<発展英語A>
項目５～７について「かなり当てはまる」の回答が５割以下にとどまる傾向にある。

<コミュ英Ⅱ>
生徒の英語への苦手意識を少しでも払拭するため、「できるようになった」「身に付いた」と実感でき
るような授業を工夫して展開する。
<発展英語A>
これまで反復練習を通して見に付けてきた４技能の力を応用する場面を用意する。

家庭
フードデザインにおいて、項目1、3の評価で「かなり／ほぼ当てはまる」回答が100％であった。14名受講
のクラスで、コロナ禍のため他の人の考えを聞いたり、読んだりしての項目5の評価が3.2と一番低かっ
た。

コロナ禍のため、調理実習の回数は多くはなかったが、このような回答を得られた。今後は更に、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る。

情報
少人数で行っているため、データ的な変化は見られないようである。 2学期はプログラミングを中心に実習を行ってきたが、3学期は、実際に作成したプログラムによる問

題解決を目指しプレゼンテーションに向けての実習を進める。

あしがら

＜未病＞
ほぼ全ての項目で良好な結果が得られた。
＜地域防災＞
ほぼ全ての項目で良好な結果が得られた。

＜未病＞
今以上に外部人材の活用を促進し、地域と協働した学習を展開する。
＜地域防災＞
今以上に外部人材の活用を促進し、地域と協働した学習を展開する。



12月実施　令和2年度　生徒による授業評価の分析と改善方針（３学年）
集計結果による分析 改善方針

国語

〈古典精読〉
前回実施と比べて、全項目で上昇していた。特に授業の狙いを確認し、振り返りをするという項目が11
パーセント上昇した。またコロナ禍において他者との話し合いを設ける場面は限られていたが、紙に書く
等の対応により、知識の共有をすることができた。
〈国語探究〉
全項目で横ばいとなった。自分の考えをまとめたり、考えさせたりする部分で、知識偏重の授業から脱却
できたと考えられる。一学期はSPI等の対策として、一般常識を詰め込んだが、今回はそれだけにならな
いよう、国語の楽しさを伝えられたのではないかと思う。
<精選現代文、理系現代文＞
精選現代文、理系現代文ともに中心に扱った教材は『舞姫』であった。その中で、精選現代文について
は、すべての項目で良い評価が上昇した。時間をかけてじっくりと読むことができたからであろう。一方理
系現代文については前回よりやや評価が下がってしまった。これは単位数が2単位ということで、難解な
文章を読むにはやや授業時間数が少なかったためであると思われる。

〈古典精読〉
全項目上昇していたが、伸び率の低かったのは生徒による達成感の部分であった。全回集計時は
41％だったが、今回は44％と半数以上の生徒がかなり当てはまるとは回答していなかった。これを
踏まえて残りわずかではあるが、丁寧に話の面白さを理解させる。
〈国語探究〉
残り殆ど授業がないが、自分の視野を広げるような教材を扱っていき、言葉に触れる機会を大事に
できるよう授業を進める。
＜精選現代文、理系現代文＞
現代文で生徒が最も興味を示す教材は、やはり小説である。新カリキュラムには「文学教材軽視」
の傾向があるので、そういう中で文章を読むこと、書くことに対する興味を高めていくための研鑽を
積ませる。

社会

＜日本史B＞
すべての項目において概ね良好な評価だったが、項目６の評価は、「かなり・ほぼ当てはまる」の割合が
73％にとどまった。
＜世界史B＞
今回も全項目で「かなり当てはまる」「ほぼ当てはまる」と回答している生徒が９割を超すなど良好な結果
となった。ただ、項目６や７などが他の項目と比べやや低くこの点は引き続き課題として意識される。
＜政治経済＞
前回実施分と比べて、全項目で上昇していた。前回もっとも数値が低かった項目６も17%上昇した。映像
や画像を用いてより身近に感じられるよう意識したことや、まとめの時間を多く確保したことが結果につな
がったと考える。
＜新聞購読＞
前回実施分と比べて、全体的にやや下降している。発表などを行っているにもかかわらず、項目２が下
がっているという点から、他者の発表を自分の今後へ生かそうと意識できていないと考える。

＜日本史B＞
知識を用いて自分の意見を持ったり新しい問題に取り組むことは、歴史分野については難しいこと
であるが、現代との共通点を見つけ、過去の教訓を生かそうとする姿勢を持てるように指導する。
＜世界史B＞
今後もアンケートの結果を踏まえ、引き続き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む。
＜政治経済＞
前回に比べて伸びたものの、特にまだ項目４は課題がある。３学期は労働問題などを扱う中で自分
ごととして考え、「身に付いた」と実感できる授業づくりをする。
＜新聞購読＞
今後の発表の振り返りは他者の発表から何を学んだのか考えさせるなど、より視野を広く、多面的・
多角的に物事を考えられるような授業を意識する。

数学

<数学Ⅲ>
９月実施分と比較して、多くの項目について上昇傾向にあり生徒が満足していることが分かった。しかし、
「他の人の考えを聞いて、自分の見方や考え方が広がった」、「これまで学んだことと結び付けて理解でき
た」の２点については減少傾向にあった。理由としては、話し合いをする機会が少ないことや1,2年次に学
習したことを忘れてしまっていること、数学Ⅲで扱う専門的な内容に生徒の理解度が追い付いていないこ
と等が考えられる。
<数学探究Ａ>
理系のなかで数Ⅲを希望しなかった生徒たちではあるが数学を得意としてきた生徒たちだけにどの項目
も増加している。
<数学探究Ｂ>
ほとんどの項目で増加傾向があり、特に「身に付いた、できるようになった」という点についてはすべての
生徒からかなり当てはまるという評価を受けることができた。
<数学探究Ｃ>
文系のなかで数学を希望した生徒たちで構成されていて、学習意欲は高まっている。どの項目も増加し
ている。
<数学探究Ｄ>
項目3についてはあまり変化していないが、他は増加している。

<数学Ⅲ>
コロナの現状があり、話し合う機会を設けることは難しいが、これまで学習してきたことを振り返る機
会を作る。
<数学探究Ａ>
入試問題を扱っているが利用者はほとんどいない。この中で意欲的に取り組む生徒がいることは素
晴らしい。復習的な要素を盛り込み単元の理解を深めさせる。
<数学探究Ｂ>
３学期の授業においても、同様の評価が得られるように、教材の見直しや生徒の意見を取り入れら
れるように努める。
<数学探究Ｃ>
発問への回答もとても積極的であった。特に、他の生徒の意見を聞くことによる理解の深まりが高
かったので、この部分をさらに追及する。
<数学探究Ｄ>
新しいものの見方ができたり、これまで学んだこととのつながりに気付き自分の考えをまとめていけ
るようになってきたので、この点をさらに伸ばす。

理科

<生物、生物探究>
評価２や１がとても少ない、概ね良好な結果だった。
<物理、物理探究>
２学期は学習内容が高度で授業進度を速めたためか，友人と話し合ったり，自分の考えをまとめたり，振
り返ったりする余裕があまり無かったようだ。しかし，新しく学んだことで，考えが深まったり，新しい問題
に取り組む姿勢ができてきたようだ。
<化学、化学探究>
全体として概ね良好な結果になった。
<発展生物>
概ね良好な結果にあった。特に「新たに学んだことを、これまで学んでいたことと結び付けて理解するこ
と」が７月からさらに良好な結果になったため、理解が深まっていると考えられる。
<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>
ほぼ全ての項目が、概ね良好な結果になった。
<地学基礎>
全ての項目において１学期より進歩した。
<自然観察>
全ての項目で1学期より良好な評価を受けることができた。

<生物、生物探究>
各項目の評価が３以上になるように、生徒が理解しやすい授業ができるように準備する。
<物理、物理探究>
授業内容を精選し，生徒自身がじっくり考えて問題解決に結び付くような時間を授業時間内に取
る。
<化学、化学探究>
難しい内容が多いため、引き続き理解できる授業を心がける。
<発展生物>
今後もグループや個人で課題に取り組む活動を充実させる。
<発展物理>
今後も、生徒の物理学に対する学びを深められるような授業を進める。
<発展化学>
演習が中心の授業にも、生徒が積極的に参加できる工夫をする。
<地学基礎>
教科書とプリントを用いて全生徒が板書する授業方式をとってきたが，新型コロナ感染対策のため
今後は密を避けなければいけない。
<自然観察>
どのような自然観察をすれば、生徒が興味関心を持つのかを、さらに探究する。

体育

<体育>
かなり当てはまるが減少し、ほぼ当てはまるが増えたが、全体的な満足度は高かった。
<スポーツⅡ、スポーツ指導法Ⅱ>
全体的な満足度は非常に高かった。コロナの影響で幼稚園実習などが全て中止になってしまったが、クリ
スマスカードの作成など積極的に行っていた。

<体育>
主体的に練習、試合を行い、充実度の高い授業が行えた。
<スポーツⅡ、スポーツ指導法Ⅱ>
来年度は多くの行事や実習ができることを願いたい。

美術

すべての項目で「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。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。

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。

音楽

ピアノ演奏は1クラス8人で人数が多く、充実した個別指導を行うことに課題があった。そのため、生徒に
は分からない所を積極的に質問するように指導してきた。その結果、３年生ということもあり積極的に質問
できるようになり、ピアノは、本人たちの努力もあり、かなり上達した。評価の平均は3.6であり、高い評価
が得られた。

改善点として、１クラスの生徒人数が少ない方がもっと深い指導ができると考えられる。また、これま
でも行ってきたが、その日何を練習したか、質問の用紙を今後も作成し、指導に役立てたいと考え
ている。

英語

<コミュ英Ⅲ>
全体を通じて良好な結果を得ることができた。
<発展英語Ｂ>
ほとんどの生徒から良好な回答を得ることができた。

<コミュ英Ⅲ>
3学期に入ってからも生徒を授業に向かせるような工夫をしていく。言語活動や卒業後の出来事に
ついて考えさせるなど集中して取り組みやすい題材を用意する。
<発展英語Ｂ>
入試だけではなく、英語の資格試験向けで発展的な英語を望んでいる生徒に向けた個別的な対応
を充実させていく。

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1,2,5,6,7で100％の「かなりあては
まる」「ほぼあてはまる」の回答を得ている。保育園実習に行くことが出来なかったが、出張授業や新聞づ
くりなど生徒参加の授業内容を中心に授業展開をしているため、生徒にとって主体的かつ実践的な学び
があり、得られた回答と思われる。

実習にむけて授業展開・計画をもって、さらなる授業充実をはかる。


