
台東区立御徒町台東中学校 

令和元年度 「授業改善推進プラン」 教科 ： 理科 

「台東区総合学力調査」・「全国学力学習状況調査（速報値）」を踏まえた分析・検証 

 １．結果の分析 ２．改善策 

（１）結果の概要（全体的な状況） （２）結果から明らかになった課題 
○ 領域別・観点別・設問別データか
ら見られる「個別の状況」と「解決す
べき課題」 

（１）具体的な改善策（手だて） 
○ 「解決すべき課題」に対する改善
方法 

（２）改善策（手だて）に対する検証 
○ 「実際に改善策がなされたか」「改
善した結果どうなったか」を把握す
る方法 

１年 

◆ 「生命・地球」領域の平均正答率

は 61.8％で、全国平均 62.6％に

対して 0.8 ポイント下回ってい

る。 

 

◆ 「物質・エネルギー」領域の平均

正答率は 64.1％で、全国平均

59.3％に対して 4.8 ポイント上

回っている。 

〔生物と環境〕 

◆ 水中の生物についての「食べる」

「食べられる」の関係の理解に

課題がある。陸上だけではなく

水中でも食物連鎖が成立するこ

とへの理解に課題がある。 

〔月と太陽〕 

◆ 三日月が見える時間が限られて

いる理由の理解に課題がある。

月が太陽の光を反射しているこ

との他に、月・太陽・地球の位置

関係によって見え方が異なるこ

とへの説明に課題がある。 

〔共通〕 

◆ しくみや理由を説明する記述問

題では、無解答率が10%を超えて

おり課題である。 

〔植物のつくりとはたらき〕 

◆ 水中での食物連鎖について、具

体的な生物の例をあげ、映像資

料なども活用しながら理解させ

る。 

〔月と太陽〕 

◆ デジタル教材を活用し、月は太

陽の光が反射している部分が見

えていることと、月・太陽・地球

の位置関係で見える形やその時

間帯が変化することを理解させ

る。 

〔共通〕 

◆ 授業で記述式の練習問題に取組

むとともに、定期考査でも同様

の問題を扱い理解させる。また、

学力向上推進ティーチャーの活

用や、自学ノートの個別指導と

家庭学習の充実を図る。 

◆ おかたいミニマム授業改善推進

プランの見直しを年に２回行

う。 

◆ 生徒による授業評価により、改

善策の進捗状況を把握する。 

◆ 定期テストや小テストなどによ

り、生徒の学習内容の定着度を

把握する。 

◆ 「植物のつくりとはたらき」に

ついては復習テストを行い、達

成率70％以上を合格とし、達し

ない場合は合格するまで補習を

行う。 

２年 

◆ 「エネルギー」領域の平均正答

率は 68.7％であり、全国平均

54.9％に対して 13.9 ポイント

上回っている。 

 

◆ 「粒子」領域の平均正答率は

72.3％であり、全国平均67.9％

に対して 4.4 ポイント上回って

いる。 

 

◆ 「生命」領域の平均正答率は

72.3％であり、全国平均57.2％

に対して 15.1 ポイント上回っ

ている。 

 

◆ 「地球」領域の平均正答率は

58.3％であり、全国平均51.2％

に対して 7.1 ポイント上回って

いる。 

 

〔気体の性質〕 

◆ 気体を発生させ、集める実験に

おいて、１本目の試験管に集ま

った気体を捨てる理由の説明に

課題がある。元々入っていた気

体を「空気」という言葉を用いて

説明することに課題がある。 

 

〔地層〕 

◆ 「断層」や「しゅう曲」という基

本的用語の定着に課題がある。 

◆ 示準化石の種類と地質年代の組

合せに課題がある。 

 

〔力と圧力〕 

◆ ばねの伸びから力の大きさを求

めることに課題がある。比例の

グラフの読み取りと活用に課題

がある。 

 

〔共通〕 

◆ しくみや理由を説明する記述問

題では、無解答率が10%を超えて

おり課題である。 

〔気体の性質〕 

◆ 酸素、二酸化炭素、空気といった

語句を正しく使用できるよう、

用語の確認を繰り返し行う。 

〔地層〕 

◆ 「断層」や「しゅう曲」という用

語と生じるしくみを関連付けて

理解できるようモデルを用いて

丁寧に指導する。 

◆ 示準化石と示相化石の違いを確

実に理解させた上で、地質年代と

示準化石の組合せを繰り返し指

導する。また、定着状況を確認し、

定着するまで指導する。 

〔力と圧力〕 

◆ グラフの読み取りや活用に十分

な時間を確保し、丁寧に指導す

る。また、ａ：ｂ＝ｃ：ｄ、ａｄ

＝ｂｃを用いる計算問題に繰り

返し取り組ませる。 

〔共通〕 

◆ 授業で記述式の練習問題に取組

むとともに、定期考査でも同様

の問題を扱い理解させる。また、

学力向上推進ティーチャーの活

用や、自学ノートの個別指導と

家庭学習の充実を図る。 

◆ おかたいミニマム授業改善推進

プランの見直しを年に２回行

う。 

◆ 生徒による授業評価により、改

善策の進捗状況を把握する。 

◆ 定期テストや小テストなどによ

り、生徒の学習内容の定着度を

把握する。 

◆ 「地層」「力と圧力」については

復習テストを行い、達成率70％

以上を合格とし、達しない場合

は合格をするまで補習を行う。 

３年 

◆ 「生命」領域の平均正答率は、

66.4％で、全国平均57.9％に対

して 8.5 ポイント上回ってい

る。 

 

◆ 「地球」領域の平均正答率は、

61.6％で、全国平均 60.9％に対

して0.7ポイント上回っている。 

 

◆ 「粒子」領域の平均正答率は、

59.4％で、全国平均 58.8％に対

して0.6ポイント上回っている。 

 

◆ 「エネルギー」領域の平均正答率

は 50.1％で、全国平均 45.3％に

対して 4.8 ポイント上回ってい

る。 

〔生命と細胞〕 

◆ 染色液によって染められる部分

の理解に課題がある。核に含まれ

ている染色体が染まることで色

がつくことを理解できていない。 

〔日本の気象〕 

◆ 風向の理解に課題がある。資料や

天気用図記号から風向について

考えることができない。 

〔電流の性質〕 

◆ 電力量の算出に課題がある。電力

の求め方が理解できていない。 

〔物質の成り立ち〕 

◆ 酸化銀の分解の理解に課題があ

る。酸化銀が銀の酸化物であるこ

とを理解できていない。 

〔共通〕 

◆ しくみや理由を説明する記述問

題では、無解答率が10%を超えて

おり課題である。 

〔生命と細胞〕 

◆ 細胞の各部の名称を復習し、そ

の中でも染色されるものは核で

あることを理解させる。 

〔日本の気象〕 

◆ 天気用図記号を復習するととも

に、風向とは風上を指しているこ

とを理解させる。 

〔電流の性質〕 

◆ 電流・電圧・抵抗の特徴とオーム

の法則を復習し、それを含めた

電力や電力量の計算練習に繰り

返し取り組む。 

〔物質の成り立ち〕 

◆ 酸化銀が酸素と銀の化合物であ

ること、及び加熱によって分解

することを理解させる。 

〔共通〕 

◆ 授業で記述式の練習問題に取組

むとともに、定期考査でも同様

の問題を扱い理解させる。また、

学力向上推進ティーチャーの活

用や、自学ノートの個別指導と

家庭学習の充実を図る。 

◆ おかたいミニマム授業改善推進

プランの見直しを年に２回行

う。 

◆ 生徒による授業評価により、改

善策の進捗状況を把握する。 

◆ 定期テストや小テストなどによ

り、生徒の学習内容の定着度を

把握する。 

◆ 「生命と細胞」「電流の性質」に

ついては復習テストを行い、達

成率70％以上を合格とし、達し

ない場合は合格するまで補習を

行う。 
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