
授業改善プラン  
１ 年 教科（ 音 楽 ） 

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 

音楽への関心・意

欲・態度 

○音楽に対して苦手と感じな

がらも、頑張ろうという姿勢

の生徒が多くいる。 

▲集中力が続かない。 

▲メリハリがない。 

 

授業のねらいに合う導入を短

く行っていく。また間延びし

ないような、テンポ感で授業

を進め、集中力が途切れない

ような計画を立てて、授業を

行う。 

導入で気持ちを盛り上げるこ

とで授業の展開に入りやす

かった。テンポ感は良くなっ

たがもっと良く出来る。綿密

に計画が必要。 

今後も授業のねらいに合う導

入を短く行っていく。集中力

が途切れないような計画を毎

回立てて、授業を行う。 

 

音楽表現の創意工夫 

○音楽表現の工夫を言葉にす

ることができる。 

▲自ら音楽の表現を工夫し

て、演奏できる生徒は少な

い。 

どのような工夫があるのか紹

介したり、仲間との意見交換

を行う。ワークシートや実技

等で実践させ、身に付けてい

く。 

仲間の意見は聞かせるように

したが、どのような工夫があ

るか提示できなかった。 

仲間同士の意見交換や発表の

機会を毎回の授業で１回は取

り入れる。 

 

音楽表現の技能 

○器楽はリコーダー等の基本

的な奏法は身に付いている。 

▲合唱は頭声で響く声など基

礎的なところができていな

い。自信が無さそう。 

▲簡単な内容ばかりの授業展

開になってしまった。 

リコーダーは難しい曲に挑戦

させる。 

合唱では姿勢や発声など基本

を中心に合唱の授業へ入って

いく。 

レベルアップした取り組みを

行い、達成感や自信を少しで

も高める。 

リコーダーを２学期中はでき

なかった。 

合唱では姿勢や発声よりも思

いをのせたり、大きな声を出

すことが中心だった。 

音楽会での達成感は大きかっ

た。 

リコーダーに取り組み、アー

ティキュレーションを中心に

指導していく。卒業式の歌に

向けて、姿勢や発声、音楽会

のときの思いを振り替えさせ

て合唱指導する。 

 

鑑賞の能力 

○音楽を聴き取り自分の言葉

で感じたことを表現できる。 

▲長い時間の鑑賞が苦手であ

る。また表現方法が少し乏し

いところがあった。 

多くの曲を鑑賞させる。ワー

クシートや仲間との意見交換

をたくさん行い、表現の幅を

広げていく。 

鑑賞時間は少なかった。ワー

クシートに記入した内容の意

見交換はできた。 

合唱曲、器楽曲に取り組む際

も、模範演奏の鑑賞や、自分

たちの演奏の鑑賞を取り入れ

る。 

 

授業改善の検証方法 
授業での取り組み、ワーク

シート、アンケート 

授業での取り組み、ワーク

シート、アンケート 

授業での取り組み、ワーク

シート、アンケート 

授業での取り組み、ワーク

シート、アンケート 

 

      

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～ 

小学校の連合音楽会に向け

て、補助を行っていく。音楽

部の生徒が、歌い方のアドバ

イスをする。 

1学期中は計画を立てるのみ

だったので、２学期に実践し

ていく。 

歌唱指導では、発声や気持ち

づくりに時間をかけていきた

いと感じた。 

音楽会を小学校の先生に見て

もらい、生徒自身を褒めても

らえた。大きな声だけでなく

技術的にレベルを上げてい

く。 

 

【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（ 音 楽 ） 

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 

音楽への関心・意

欲・態度 

○意欲的に授業に取り組んで

いる。 

▲集中力が続かない。 

▲脱線してしまう。 

音楽を好きな生徒が多いの

で、音楽を取り入れたゲーム

や活動の多い授業展開を実施

していく。 

授業を止めてでも、授業規律

を正していく。 

毎回はできなかったが、音楽

ゲームを取り入れて授業展開

を実施するようにしてきた。 

授業規律を正しくできるとき

と、できないときがあった。 

今後も授業のねらいに合う導

入を短く行っていく。集中力

が途切れないような計画を毎

回立てて、授業を行う。 

 

音楽表現の創意工夫 

○楽曲の雰囲気を感じ取って

思いを表現できていた。 

▲表現方法が少し乏しいとこ

ろがあった。 

どのような工夫があるのか紹

介したり、仲間との意見交換

を行う。ワークシートや実技

等で実践させ、身に付けてい

く。 

授業の時間をうまく確保でき

ず、仲間の意見を聞かせた

り、工夫を紹介することがで

きなかった。 

仲間同士の意見交換や発表の

機会を毎回の授業で１回は取

り入れる。 

 

音楽表現の技能 

○リコーダー演奏では表現を工夫

するために考え、実践できた。 

○合唱への思いが高まった。▲リ

コーダーは指使いが覚えられてい

ない。 

▲響く声を出せる生徒が少ない。 

アルトリコーダーの指使いを忘れ

ないように、学期ごとに取り組ん

でいき、苦手意識を無くす。 

歌う楽しさを感じられるように

なったので、遠くに響く、届く声

を出せる発声を取り組む。 

２学期中はリコーダーに取り

組むことができなかった。 

合唱では昨年よりも技術的な

指導ができた。技術的な部分

を実感できた生徒は少なかっ

た。 

リコーダーに取り組み、アー

ティキュレーションを中心に

指導していく。卒業式の歌に

向けて、姿勢や発声、音楽会

のときの思いを振り替えさせ

て合唱指導する。 

 

鑑賞の能力 

○音楽を聴き取り自分の言葉

で感じたことを表現できる。 

▲長い時間の鑑賞が苦手であ

る。また表現方法が少し乏し

いところがあった。 

多くの曲を鑑賞させる。ワー

クシートや仲間との意見交換

をたくさん行い、表現の幅を

広げていく。 

鑑賞時間は少なかった。ワー

クシートに記入した内容の意

見交換はできた。 

合唱曲、器楽曲に取り組む際

も、模範演奏の鑑賞や、自分

たちの演奏の鑑賞を取り入れ

る。 

 

授業改善の検証方法 
授業での取り組み、ワーク

シート、アンケート 

授業での取り組み、ワーク

シート、アンケート 

授業での取り組み、ワーク

シート、アンケート 

授業での取り組み、ワーク

シート、アンケート 

 

      

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～ 

小学校の連合音楽会に向け

て、補助を行っていく。音楽

部の生徒が、歌い方のアドバ

イスをする。 

1学期中は計画を立てるのみ

だったので、２学期に実践し

ていく。 

歌唱指導では音楽会に向けて

小学校から学習してきた内容

を踏まえながら、指導でき

た。歌詞や思いを込めるなど

表現の指導をしていく。 

小学校の内容が身についてい

た。曲想の雰囲気に合った歌

い方や、思いを込めて歌う表

現を重視して指導していきた

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  

３ 年 教科（ 音 楽 ） 

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 

音楽への関心・意

欲・態度 

○意欲的に授業に取り組んで

いる。 

▲合唱も器楽の授業も元気が

少し足りない。 

音楽を好きな生徒が多いので、音楽

を取り入れたゲームや活動の多い授

業展開を実施していく。 

まじめに取り組めるので、器楽では

難しい曲に挑戦させ達成感を味わわ

せる。 

合唱では自信が無い生徒が多いの

で、取り組みやすい曲に挑戦し、自

信をつけさせる。 

毎回はできなかったが、音楽ゲー

ムを取り入れて授業展開を実施す

るようにしてきた。 

器楽の授業は１，２時間しか確保

できなかったが多くの楽器に触れ

させることができた。合唱では思

いをのせることを中心に指導でき

た。 

今後も授業のねらいに合う導

入を短く行っていく。集中力

が途切れないような計画を毎

回立てて、授業を行う。 

 

音楽表現の創意工夫 

○楽曲の雰囲気を感じ取って

思いを表現できていた。 

▲表現方法が少し乏しいとこ

ろがあった。 

どのような工夫があるのか紹介

したり、仲間との意見交換を行

う。ワークシートや実技等で実

践させ、身に付けていく。 

授業の時間をうまく確保でき

ず、仲間の意見を聞かせた

り、工夫を紹介することがで

きなかった。 

仲間同士の意見交換や発表の

機会を毎回の授業で１回は取

り入れる。 

 

音楽表現の技能 

○意欲的に取り組み、技能を

身に付けようとしていた。 

▲授業時数が少なく、技能を

身に付けるまではいかなかっ

た。 

多くの楽器に触れさせ、基礎的な技

能を身に付ける授業計画を立てる。 

器楽では取り組む曲をレベルアップ

し、達成感を味わわせる。 

合唱では楽しく取り組みやすい発声

を行い、声を出すことへの恥ずかし

さを無くす。 

色んな楽器を触れさせる時間

を確保するのが難しかった。

合唱では昨年よりも技術的な

指導ができた。ほとんどの生

徒が声を出して歌うことがで

きた。 

リコーダーに取り組み、アー

ティキュレーションを中心に

指導していく。卒業式の歌に

向けて、姿勢や発声、音楽会

のときの思いを振り替えさせ

て合唱指導する。 

 

鑑賞の能力 

○音楽を聴き取り自分の言葉

で感じたことを表現できる。 

▲長い時間の鑑賞が苦手であ

る。また表現方法が少し乏し

いところがあった。 

多くの曲を鑑賞させる。ワーク

シートや仲間との意見交換をた

くさん行い、表現の幅を広げて

いく。 

鑑賞時間は少なかった。ワー

クシートに記入した内容の意

見交換はできた。 

合唱曲、器楽曲に取り組む際

も、模範演奏の鑑賞や、自分

たちの演奏の鑑賞を取り入れ

る。 

 

授業改善の検証方法 
授業での取り組み、ワーク

シート、アンケート 

授業での取り組み、ワークシー

ト、アンケート 

授業での取り組み、ワーク

シート、アンケート 

授業での取り組み、ワーク

シート、アンケート 

 

      

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～ 

小学校の連合音楽会に向け

て、補助を行っていく。音楽

部の生徒が、歌い方のアドバ

イスをする。 

1学期中は計画を立てるのみ

だったので、２学期に実践して

いく。 

歌唱指導では音楽会に向けて

小学校から学習してきた内容

を踏まえながら、指導でき

た。声を出し、思いをのせる

合唱を目指させた。 

小学校の内容が身についてい

た。歌うことが楽しいと思い

歌うことができた。さらに一

人一人が思いをもって合唱で

きるようにしたい。 

 

【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。 



 


