
授業改善プラン  

 １ 年 教科（ 家庭科  ） 

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 

関心意欲態度 

○体験的な学習で興味を

もって授業に取り組めた。 

▲講義型の授業で集中が続

かない。忘れ物が多い。 

授業の要点を絞り、説明を

する。 

持ち物は早めに声をかけ、

事前に回収しておき、授業

に支障がないようにする。 

○意欲的に授業に取り組む

生徒が多かった。 

▲忘れ物が多かった。 

実習時は持ち物を早めに連

絡する。 

忘れ物のチェックを必ず行

い、繰り返し指導する。 

 

創意工夫 

▲資料から情報を読み取る

ことが難しかった。 

机間指導を行い、丁寧に説 

明し、学習を支援する。 

指示を少なくし、スモール

ステップで進める。 

▲自分の考えを表現するの

が苦手な生徒がいた。 

個人で考える時間を確保

し、全員の意見が反映でき

るような話し合いのテーマ

や課題を設定する。 

 

生活の技能 

○調理の基礎的な技能を身

に付けることができた。 

▲調理の経験が少なく、調

理器具が上手に扱えない生

徒がいる。 

夏休みの課題で、家庭での

実践を増やす。 

○夏休みの調理経験を生か

し、技能テストを行った。

各自の技能の向上が見られ

た。 

今後も長期休暇で調理を

行った後に技能テストを行

うことで、自分の技能の向

上が実感できるようにして

いく。 

 

知識理解 

○実習に意欲的に取り組

み、基礎的な知識を習得で

きた生徒が多かった。 

▲知識の定着が不十分な生

徒がいた。 

授業の最後にその日に学習

したことを復習する時間を

つくる。 

○授業の要点を復習する時

間を増やしたことで、知識

が定着した生徒が増えた。 

▲知識の定着に差がある。 

引き続き授業の復習の時間

取るようにする。机間指導

を丁寧に行う。学び合いの

時間を増やす。 

 

授業改善の検証方法 

定期考査・生徒の授業アン

ケート・授業の様子 

定期考査・生徒の授業アン

ケート・授業の様子 

定期考査・生徒の授業アン

ケート・授業の様子 

定期考査・生徒の授業アン

ケート・授業の様子 
 

      

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～ 

出前授業などで交流を

行う。小中一貫カリ

キュラムを検討する。 

来学期の交流の計画を立

てた。 

既習事項の定着状況を確

認する。 

既習事項の栄養に関する

知識は定着している生徒

が多い。 

 

【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（ 家庭科  ） 

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 

関心意欲態度 

○集中して授業に取り組め

ていた。 

今後も生徒が興味をもちや

すい題材を用意する。視覚

教材を多く用いる。 

○意欲的に被服製作実習に

取り組んだ。 

▲製作の見通しがもてず、

１時間の目標が曖昧だった

生徒がいた。 

実習計画で１時間の目標を

決めさせる。授業の最後に

次の時間にやることを確認

し、計画の見直しを行う。 

 

創意工夫 

○自分のアイデアを形にす

ることができた。 

 

提示する資料の数を増やし

たり、使える材料を増やし

たりすることで、更に工夫

の幅を広げる。 

○自分で製作物を決め、作

り方を調べたことにより、

自分の生活を豊かにするた

めの工夫を考えることがで

きた。 

今後も、製作物を調べ、決

めることができるように、

資料を用意し、調べる時間

を確保する。 

 

生活の技能 

○実習に意欲的に取り組ん

でいた。 

▲小学校での学習の定着が

不十分な生徒がいた。 

練習の時間を十分に確保

し、学習内容を定着させ

る。個別で机間指導を行

う。 

▲ミシンの使い方やなど、

技能の定着に差があった。 

個人の練習時間を確保す

る。製作の前に技能テスト

を行い、それぞれの定着状

況を把握する。 

 

知識理解 

▲知識が定着している生徒

と定着していない生徒で差

があった。 

授業の最後にその日に学習

したことを復習する時間を

つくる。 

○被服の様々な単元に意欲

的に取り組んだ。 

▲知識の定着が不十分だっ

た。 

定期考査前や単元の終わり

に学習を振り返る機会をつ

くる。単元の中で、既習事

項と結び付けて説明した

り、考えさせたりする。 

 

授業改善の検証方法 

定期考査・生徒の授業アン

ケート・授業の様子 

定期考査・生徒の授業アン

ケート・授業の様子 

定期考査・生徒の授業アン

ケート・授業の様子 

定期考査・生徒の授業アン

ケート・授業の様子 

 

      

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～ 

出前授業などで交流を

行う。小中一貫カリ

キュラムを検討する。 

来学期の交流の計画を立

てた。 

豊かなものづくりの分野

を充実させる。 

生活を豊かにする工夫を

取り入れた製作を行うこ

とができた。 

 

【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（ 家庭科  ） 

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 

関心意欲態度 

○意欲的に授業に取り組め

た。 

▲時間内に作業が終わらな

い班があった。 

学習の目的と時間を明確に

伝える。班活動での進行役

を決めておく。 

○意欲的に幼児のおもちゃ

づくりや保育体験実習に取

り組んだ。 

今後も体験的な学習や視覚

教材を多く取り入れる。 

 

創意工夫 

▲幼児の様子を想像するこ

とが難しく、なかなか作業

が終わらない生徒がいた。 

視覚資料を活用し、実際の

幼児の様子を見せ、考えや

すいようにする。参考資料

を増やす。 

資料を参考にし、幼児のお

もちゃや遊びを準備するこ

とができた。 

▲幼児の年齢に応じた工夫

が少なかった。 

今後も参考となる書籍資料

を増やす。特に、幼児の生

活の様子が分かる資料を多

く提示する。 

 

生活の技能 

○自分たちで計画に沿って

製作を進めることができ

た。 

▲進度に差があった。 

製作時間を明確に伝え、時

間に合った計画を立てさせ

るようにする。時間がか

かっている生徒には個別に

支援を行う。 

○保育体験実習では、幼児

の気持ちを尊重して接する

ことができた。 

今後も視覚資料を多く用い

て、幼児の特徴を理解した

おもちゃ作りや保育体験に

なるように指導していく。 

 

知識理解 

○定期テストに向けて意欲

的に学習をし、基本的な知

識を身に付けた生徒が多

かった。 

授業の最後に復習する時間

をつくる。複雑な内容や間

違えやすい部分を復習する

機会をつくる。 

○定期考査に向けて意欲的

に勉強していた生徒が多

かった。 

▲既習事項が次の学習にあ

まり生かされていない。 

年間指導計画を見直し、学

習のつながりが分かりやす

いようにする。 

 

授業改善の検証方法 

定期考査・生徒の授業アン

ケート・授業の様子 

定期考査・生徒の授業アン

ケート・授業の様子 

定期考査・生徒の授業アン

ケート・授業の様子 

定期考査・生徒の授業アン

ケート・授業の様子 

 

      

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～ 

出前授業などで交流を

行う。小中一貫カリ

キュラムを検討する。 

来学期の交流の計画を立

てた。 

小中一貫カリキュラムの

中の内容を更に具体的に

する。 

小学校との学習のつなが

りをあまり意識させられ

なかった。 

 

 

【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。 


