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１ 授業改善推進プラン作成の目的 

 

 ・ 児童の学力調査の採点・分析を踏まえ、児童の学力に関する課題及び教員の指導方法に関する課題を考え、

総合的な学力向上を図るための方途を見いだし実践する。 

 ・ 授業改善に向けた取り組みを公表することにより、保護者や地域から学校の授業改善に向けた取り組みに

ついての理解と協力を得る。 

 

 

２ 住吉小学校の基本的な考え方 

  

 ・ 学校経営計画および今年度の東京都学力調査結果を受け、全体計画を作成する。そして、全体計画に基づ

いて各学年・専科（1年～6 年及び音楽と図工）の授業改善推進プランを作成する。 

 ・ 昨年度の東京都学力調査と今年度の学力調査の採点と分析した結果を、本校の学力の傾向と考え、他の客

観的な資料を加味して児童の現状と課題を分析し、授業改善推進プランを作成する。 
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３ 今年度の学力調査（５年）採点からの分析 

（各教科の正答率の 50％以下でかつ正答率の低いものから 4 つまでを記述しています。） 

      

教科 

課題が見られた問題の概要 正答率 調査結果から見えた課題 

国語 ・ポスターの内容を文にして付け加えよう

と考えました。ポスターの内容を付け加え

るところとして最もふさわしいものを選択

肢の中から選ぶ問題。 

47.5％ 

 

 

・相手や目的、意図に応じ、書きたいこ

とが適切に伝わるように書く能力に課

題が見られた。 

・一文が長いので、二つの文に分けること

にしました。「しかし」でつながるように二

つの文に分けたとき、一文目の終わりをど

のように書きなおせばよいか、一文目の終

わりの６文字を書く問題。 

44.6％ ・文末表現の使い方に注意して文章を読

み返し、よりよい表現に書き直すことに

課題が見られた。 

・主語と述語にあたる部分をそれぞれ選ぶ

問題。 

32.7％ ・文の中における主語と述語の関係につ

いて課題が見られた。 

・傍線を付けた言葉が詳しく説明している

部分を選ぶ問題。 

25.7％ ・文の中における修飾と被修飾との関係

について課題が見られた。 

算数 ・長方形の形をした土地の面積をａ（アー

ル）を使って表します。文のＡからＣに当

てはまる数を書く問題。 

32.7％ ・㎡とａとの関係を理解することに課題

が見られた。 

・読んだ本の種類と人数についてクラスで

アンケートをとり、分かったことを資料に

まとめ、その結果を表に整理する問題。 

27％ ・場面から、伴って変わる二つの数量の

関係を考えることに課題が見られた。 

・2018年の今月のカレンダー（7月）と

うるう年についての記述をもとに 2年後の

指定された日にちは、問題の何日後かを考

える問題。 

7.9％ ・２つの事象を関連付け、その関係につ

いて読み取ることに課題が見られた。 

・問題の何日後は何曜日かを考える問題。 7.9％ ・読み取ったことをもとに、問題を解決

することに課題が見られた。 

社会 ・たかはるくんが資料をもとにして、自分

の家に確実に水がとどいている理由につい

て考えた。その理由の中でもっともふさわ

しいものを選ぶ問題。 

49.5％ ・東京都の水道に関する資料に基づき推

論することに課題が見られた。 

・資料（火災がないときの取り組み）の中

で火災の発生を防ぐための取り組みとして

ふさわしいものを選ぶ問題。 

48.5％ ・目的を捉えることに課題が見られた。 

・東京都の地図の中で府中市の位置につい

て答える問題。 

43.6％ ・東京都の市区町村の名称と位置を理解

することに課題が見られた。 

理科 ・ゴムカーをグループごとに作り、ゴール

エリアにゴムカーを止めるゲームで、発射

台の位置や車体を変えずにゴールエリアに

ゴムカーを止めることができる考えの最も

ふさわしいものを選んで答える問題。 

44.1％ ・活用場面と関係付けて考えることに課

題が見られた。 
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今年度の学力向上を図るための調査から見えてきたこと 

  教科の合計正答率は、国語・社会・理科の３教科においては、「A 教科の内容」「B 読み解く力に関する

内容」いずれにおいても、都平均を上回っている。しかし、算数においては都の平均を下回った。観点別にみ

ると「A 教科の内容」では、国語、算数、理科、社会の知識・理解において都平均は上回っているものの各

教科の問題において正答率が高い問題と低い問題との差が大きかった。また、算数においては表現・思考・判

断で同じ傾向が見られる。「B 読み解く力に関する内容」については、算数において取り出す力、読み取る力

が都平均を下回っており課題が見られた。 

 

児童質問紙調査と各教科のクロス集計から見えてきたこと 

・ どの教科に対しても分かっている。自信がある。と答えている児童は正答率が高く自分の学習状況がよくわ

かっている。しかし、家庭学習や塾での学習時間、読書時間と学力が比例していない。習得したものを活用

することで基礎・基本を定着させていく必要がある。 

・ 「考えを発表する機会があるか」「話し合いの活動をよく行っているか」の設問では、７割の児童が「そう思

う」「どちらかといえばそう思う」と答えており、正答率も高い。 

・ 「授業の中で目標（めあて・ねらい）が示されていると思いますか」という設問では、「どちらかといえばそ

う思う」と答えた児童に比べ「そう思う」と答えた児童の方は約１０％正答率が上回っている。（めあて・ね

らい）に沿って課題解決に取り組んだり、しっかり課題を把握させたりすることが学習の定着とも深い関係

があると考えられる。 

・ 「家の人と学校や社会の出来事について話をしているか」「学校や生活の中で他の人から認められたり，ほめ

られたりしたことがありますか」の設問では、「そう思う・ある」「どちらかといえばそう思う・どちらかと

いえばある」と答えた児童の正答率が高い。学校生活の振り返りや、保護者・教師に「見守られている」「気

にかけてもらっている」ことへの安心感や承認の欲求が満たされていたり、肯定的評価をしてもらったりす

ることが学習意欲、学力向上に結び付くと考えらえる。 

・ 「自分の将来に，希望をもっていますか」という設問に対し、「もっている」「どちらかといえばもっている」

と答えた児童の正答率が良い。 

・ 授業で学習内容を振り返る活動をよく行っていると思う児童の正答率が良い。 

 

見えてきた課題への対策 

 (1) 基礎となる知識技能の習得 

  ①くり返し学習 ②家庭学習の充実 ③放課後算数教室 ④校内研の充実 

(2)考える力の育成 

①取り出す力 ②比較関連付けする力 ③説明する力（書く・話す） 

 

授業改善プランを作成するにあたり 

① 既習を生かした学習を工夫し、基礎的・基本的な内容の定着を図る。  

② 児童一人一人の考えや意見を発表する場面を意図的につくり、主体的に授業に参加させる工夫をする。 

③ 児童が助け合い、学び合う楽しさが体験できる授業をする。 

④ 課題解決的な学習を身に付ける。 
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平成３０年度 授業改善推進プラン 全体計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              授業改善推進プランの実施        （●は重点） 

教員の指導力の向上 

○細やかな週ごとの指導計画と評価 

○教員相互の授業参観と授業改善 

●OJT による若手教員育成研修とリンク

した若手教員の育成（授業づくりと教

材研究・教材開発） 

●校内研究をはじめとする、計画的な研

修・研究の推進 

○全教職員による児童に対する共通理

解（児童理解研修、生活指導夕

会） 

○管理職による授業観察と面談、指導 

 

学力向上のための取り組み 

○学力テストの結果分析と改善策の検討 

●習熟度別指導の工夫と改善と基礎的・

基本的な学力の定着 

○評価の工夫と評価規準に照らした児童

の達成状況把握と授業改善 

●読書指導・活動の充実 

●学校支援員等との連携によるよく分かる

授業づくり 

○ユニバーサルデザインの視点にたった、誰

にでも分かりやすい授業の工夫 

○ＩＣＴを活用した分かりやすい授業づくり 

○ベーシックドリルを活用することによる、児

童一人一人の学力把握と個別指導の

推進 

○放課後算数教室・夏休みの補習 

○体力・運動能力向上への取り組み 

家庭・地域との連携 

○生活面全般における学習環境づくり

の呼び掛け 

●学年に応じた家庭学習の取り組み方

についての共通理解 

○望ましい学習習慣・生活習慣の基礎

になる心の健康維持 

○個人面談・保護者会での情報交換 

○学校公開等でのアンケートの分析と

改善策の検討・実施 

●地域教材・人材の積極的な活用 

●地域図書館との連携や保護者ボラン

ティアとの連携による読書活動の充実 

○学童クラブ、児童館、幼稚園、保育

園、中学校との情報交換と連携 

○学校Web サイトによる情報発信 

学校教育目標 

学校や郷土を愛し、知・徳・体の調和のとれた 

「誇りのもてるふるさと府中を創り世界に活躍

する府中っ子」を育成する。 

かしこく  （問題解決力） 

やさしく  （人間関係形成力） 

たくましく （実践力） 

学校経営方針 

・基礎基本の定着（個に応じた指導） 

・学習規律の確立 

・教師の授業力の向上 

・校内研究の推進 

・言語環境及び言語活動の充実 

・学習指導要領改訂に伴い、教育課程の

工夫と改善 

・読書活動の推進 

（学力向上に関わる要点） 

 

 

 

 

 

指導力工場に向けた取り組み 

・指導力、熱意、児童理解、

教科専門性、教材開発

力、事務処理能力 

・スクールカウンセラーの活用 

・校内研究・校内研修の在り

方、もち方の工夫 

・内部評価 

日本国憲法 

教育関係諸法 

・教育基本法 

・学校教育法 

学習指導要領 

東京都教育目標 

府中市教育目標 

家庭・地域との連携の工夫 

・学校公開 

・学校説明会 

・保護者会 

・関係諸機関との連携 

・学校関係者評価 

・住吉の教育を語る会 

・スクールコミュニティ連絡会 

実態把握と分析 

アンケートの実施 

学校評価 

児童の実態 

保護者の願い 

地域の特色 
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各学年の児童の実態や課題と具体的な方策 

1年生 

教科 観点 ・児童の実態や課題 ・課題に対する具体的な方策 

国語 

関心・ 

意欲・態度 

・本を読んでもらうことが大好きで、

集中して聞ける児童が多い。 

・授業内容に合わせた本を取り上げて紹介し、授

業の進行に合わせて、自分で読む機会を増やす。 

書く 

 

 

・ほとんどの児童が簡単な文章は書け

るが、自分の思いを表現する技能は、

個人差が大きい。 

・活動や体験を振り返ることで書くことへの意欲

をはぐくみ、友達と交流したり言葉遊びをしたり

して語彙を増やす。 

言語 ・長音、拗音、促音、撥音などや助詞

「は」「を」「へ」の正しい使い方を

十分に理解していない。 

・カタカナや漢字の習得に向けた学習とともに正

しい表記を復習し、書く・読む学習と合わせて繰

り返し指導する。 

算数 

知識・理解 ・数の構成が理解できていない児童が

いる。 

・具体物を用いた操作活動や、絵や図に表す活動

を丁寧に指導する。 

技能 

 

 

数学的な 

考え方 

・たし算、ひき算に対して意欲はある

が、身に付いていない児童もいる。 

 

・文章問題を苦手とする児童がいる。 

・くり上がりのないものから、くり上がりのある

ものなどスモールステップで個々の到達の度合い

を確かめ、確実な学習の積み上げができるように

指導する。 

・文章問題の中でキーワードを見付けたり、絵や

図に表して考えたりする指導を続ける。 

体育 

関心・ 

意欲・態度 

・苦手なことにでも積極的に挑戦する

児童が多い。 

・小さなステップの目安を持たせ、少しずつ達成 

できたところを評価し励ます。 

技能 ・並び方や準備運動、用具の扱いが少

しずつ分かってきた。 

・運動経験の少なさを感じる児童がい

る。 

・単元の導入時に、学習の進め方や準備・片付け

の仕方が十分に理解できるよう指導する。 

・遊びなどを用い運動遊びにつながる、基礎とな

る感覚を身に付ける遊びを十分に行う。 

生活 

関心・ 

意欲・態度 

・生活科の授業を楽しみにしている児

童が多い。 

・児童の思いや願い、思考の流れに添った指導計

画を立てる。 

思考・表現 

気付き 

・学習対象との関わりがまだ表面的で

あるとともに、表現活動に自信のない

児童がいる。 

・気付いたことを基に考えることができるように

するため、見付ける、比べる、たとえる、試す、

見通す、工夫するなどの学習活動を充実させる。 

音楽 
表現の工夫 ・歌や鍵盤ハーモニカを一生懸命に取

り組む児童が多い。 

・お互いの音や声を聴き合い、音や声を合わせる

ことができる演奏形態を工夫する。 

図工 

発想や構想

の能力 

・自分のイメージを広げながら次から

次へと活動が進む児童がいる一方、活

動を楽しみにしてはいるものの、なか

なか表したいことが思い付かず活動が

停滞したり、長続きしなかったりする

児童もいる。 

・児童が自分の表したいことについて思いを巡ら

せ、具体的にイメージできるように、普段の生活

の中で夢中になっていること、驚いたこと、発見

したことなどについて会話をしたり、友達同士で

話したりする場面を設定したりする。 
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2年生 
教科 観点 ・児童の実態や課題 ・課題に対する具体的な方策 

国語 

読む ・設問に対して正確に答えることができる
児童がいる反面、設問の意味自体が分から
ない児童もいる。 

・設問は文章のどこにあるのか、キーワード
は何なのかを学級全体で線を引いたり枠で囲
んだりする指導を続ける。 

書く ・順序を整理し、簡単な構成を考えて文や
文章を書くことに課題がある児童が多い。 

・「はじめ、なか、おわり」の部分を確認し
ながら確認して書くように、指導を続けてい
く。 

話す・聞く ・話す事柄を順序立てて、丁寧な言葉に気
を付けて話すことや、互いの話を集中して
聞くことに課題がある児童が多い。 

・ペア発表や小集団の学習活動に取り組ませ
て、言葉に気を付けて話すことや互いの話を
集中して聞く機会を増やす。 

算数 

知識・理解 ・「1000までの数」の構成理解が不 
十分な児童もいる。 

・お金を使った学習を織り込み、日常生活の
中で、数の構成が利用できる場面を提示して
いく。 

技能 ・繰り上がりの足し算、繰り下がりの引き
算が身に付いていない児童もいる。 

・授業の中で繰り上がりや繰り下がりの数の
記入を確実にするような確認の時間を設け
る。 

数学的な 
考え方 

・文章問題で問われていることは何かを理
解できない児童もいる。 

・文章題の中でキーワードを見付けたり、何
を問われているのか確認させたりする指導を
続ける。 

体育 

技能 
 
 

・走ることや跳ぶことなどの動きがぎこち
ない児童もいて、個人差が大きい。 

・準備運動の中に様々な運動を取り入れ、走
ることや跳ぶことなどの動き方を身に付けさ
せる。 

思考・ 
判断・表現 

・鬼あそび、ゲーム型学習が好きで、積極
的に取り組む傾向があるが、友達の良い動
きを見付けたり、工夫したりした遊び方を
友達に伝えることが苦手である。 

・鬼あそびやゲーム型学習の中で、作戦タイ
ムや反省タイムを取り入れ、お互いの良かっ
たところを探し、教え合う活動を取り入れる。 

生活 

関心・ 
意欲・態度 
 

・身近な人々や動植物に対する興味・関心
が高い。 

・身近な人々や動植物との関わりを通して気
付いたことを、調べたりまとめたり発信した
りする活動を多く取り入れる。 

思考・表現 ・体験を通して、様々なことを気付いては
いるが、適切に表現することが苦手な児童
もいる。 

・具体的な表現方法を提示することで、自分
の気持ちを適切に表現できるように促す。 

音楽 

表現の 
工夫 

・歌詞の表す情景を想像し、登場人物にな
りきって楽しむことはできるが、「楽しい
感じがするのはどうしてか」ということに
気付いている児童は少ない。 
・自分と周りの声や音をよく聴いたり、声
を合わせたりすることができない児童もい
る。 

・感じ取ったことを友達と伝え合ったり、表

現を工夫する手掛かりを見付けさせたりする

ような指導を工夫する。 

 

・様々な音あそびを繰り返し行う中で、様々

な音に触れさせ、音色の違いに気付く感覚を

育てる。 

図工 

創造的 
技能 
 

・活動は意欲的に行うが、はさみやカッタ
ーなどの用具の扱いに課題があり、活動が 
すすまない児童がいる。 

・手先の感覚を養わせるために、はさみやカ
ッターを使った造形遊びを行う。 

発想・構想 ・幅広くいろいろな表し方を考えることに
課題がある。 

・児童が新たな表し方を考えることができる
ように、いろいろな表し方のよさ、面白さに
気付けるようなたくさんの作品を鑑賞する機
会を設ける。 
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3年生 

教科 観点 ・児童の実態や課題 ・課題に対する具体的な方策 

国語 

言語 

 

 

・漢字・語彙・文法など、基本的な言

語活動に関する知識に関しての習得が

低い傾向にあるため、活用しながら習

得していく必要がある。 

・辞書を手元に置くとともに、新出漢字の学習の

際には、その字を使った文や熟語を何度も読み書

きさせたり、様々な領域と関連させたりして指導

を繰り返す。 

読むこと ・目的や必要に応じて文章を読み取る

力も低い傾向にある。 

・読書の時間を確保し、いろいろな表現にふれる

機会を増やす。 

・根拠をもとにした読み取りを大切にしていく。 

算数 

数学的な 

考え方 

・既習事項を生かして、問題解決の方

法を考えることが難しい児童が多い。 

・式は思いつくが、理由や考え方を表

現したり説明したりすることが苦手で

ある。 

・各単元で問題解決学習の時間を必ず取り入れ、

友達同士で説明し合う時間を設ける。 

・考え方や説明の仕方、ノートの書き方などのモ

デルを示す。（式、図、言葉を使った場合などそ

れぞれ） 

社会 

思考・判断・

表現 

・学習のまとめに入ると、今まで学習

してきたことを系統的につなげて、自

分の言葉にすることが苦手な児童が多

い。 

・学習の最後に振り返りの時間を設け、調べて分

かったことを基にして、社会的事象の意味を自分

の言葉に言い換えて、説明をさせたり話し合わせ

たりする。 

理科 

関心・意欲・

態度 

・こん虫に興味があり、自分たちで飼

いたい、調べたいなど意欲が高い。 

 

思考・判断・

表現 

・その時々の興味になってしまい、今

までの経験から差異点や共通点につい

て個人で考えていくことが苦手であ

る。 

・比較するものを２つにしぼることで、共通点と

差異点を見つけやすくする。また、全体で共通点

と差異点を話し合う時間を十分にとり、子供たち

が問題を見出せるような展開にしていく。 

体育 

関心・意欲・

態度 

・運動することが好きで、意欲的に取

り組んでいる。 

 

技能 ・技能面で自信が低く、めあてをもて

ない児童が数人いる。 

・単元別にカードを用意し、運動のこつ【「運動

の特性」「運動のポイント」「身体の使い方」「身

体の動かし方のこつ」など】やルールの工夫を考

えて運動に取り組むことができるようにする。 

・友達と動きを見合い、よいところや直した方が

よいところを互いに伝え合う時間を設定する。 
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4年生 

教科 観点 ・児童の実態や課題 ・課題に対する具体的な方策 

国語 話すこと・ 

聞くこと 

・筋道を立てたり、理由を具体的に話した

りすることに、個人差がある。 

・話し合いの進め方の基本を示し、それに沿

って話し合うことができるようにする。ま

た、筋道を立てて話すことができている児童

を称賛し、全体で価値付ける。 

算数 技能 

 

・定規やコンパス、分度器の扱いが未習熟

であり、作図に課題がある。 

・定規やコンパス、分度器を操作する機会を

増やし、扱いに慣れさせる。 

思考・判断・

表現 

・既習事項を生かして、課題解決の方法を

考えたり、自分の考えを表現したりするこ

とが苦手である。 

・各単元において、既習事項を振り返る時間

を設ける。また、授業内で児童同士が考えを

伝え合う場面を多く設ける。 

社会 思考・判断・

表現 

・全体的に自分の生活体験から社会的事象

に興味関心をもって学習しているが、生活

経験と結び付けて自分の考えを表現するこ

とが難しい児童がいる。 

・社会的事象の特色と自分の生活とより関連

付けながら考えられるように教材を工夫し

ていく。また、資料から読み取ったことをも

とに、考えたり話し合ったりする時間を十分

に確保する。 

理科 思考・判断・

表現 

・予想を立てることはできるが、予想の理

由を明確にもてていない児童がいる。生活

経験や既習事項と、問題を結びつけて予想

を立てることに、児童によって個人差があ

る。 

・予想を個人でノートに書く前に、問題と結

びつくような生活経験や既習事項はどんな

ものがあるかを、全体で話し合う時間を作る

ようにする。また、予想の場面では、生活経

験や既習事項と結び付けて考えるというポ

イントを黒板に示すようにする。 

体育 思考・判断・

表現 

 

 

 

・友達と協力して楽しみながら運動に取り

組むことができているが、身体の動かし方

のコツやより運動を楽しむためのルールの

工夫を考える力に、個人差がある。 

・単元毎に体育カードを用意し、身体の動か

し方のコツやルールの工夫を考えて運動に

取り組むことができるようにする。また、考

えを全体で共有する場を作り、考えて運動す

ることを価値付ける。 

技能 ・鉄棒やマット運動が苦手な児童が多い。 ・主運動に取り組む前に、感覚作りの時間を

設け、スモールステップで運動に取り組ませ

ることで、技能を高めていく。 
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5年生 

教科 観点 ・児童の実態や課題 ・課題に対する具体的な方策 

国語 書くこと    ・自分の考えを明確に表現するために、文

章構成を考えたり、事実と感想、意見など

を区別して書いたりする力、表現を工夫す

る力がまだ不十分である。 

・活動報告書や意見文を書く学習を通して

文章構成や事実と感想、意見などの区別を

して書ける力をつけさせる。小見出しや段

落の表現方法について学ばせる。 

言語 ・学年に配当されている漢字を確実に読ん

だり書いたりする力がまだ不足している

児童がいる。 

・反復練習を大切にしていくと同時に、日

頃から文章の中で積極的に使うことを勧め

ていく。また国語辞典や漢字辞典を活用さ

せ、漢字に一層興味をもたせていく。 

算数 数学的な 

考え方 

・単位量あたりの大きさ、小数のかけ算・

わり算の文章問題において、立式して答え

を出すことができる児童は多い。しかしそ

の多くは問題文から数字を抜き出し機械

的に立式している傾向がある。なぜそのよ

うな式になったのか、根拠をもって説明で

きる力を身に付けている児童が少ない。 

・文章問題に示されている情報をもとに図

を用いて考え、友達と交流して自分の図を

書き加えたり修正したりする活動を日常的

に行う。このように文章題と図が関連をも

つことを実感させることで、立式に根拠を

もって問題に取り組めるようにする。 

社会 思考・判断・

表現 

・生活との関連から社会的事象に興味関心

をもって学習している。しかし、事象相互

の関連や意味を多角的に考え、解決に向け

て判断する力に課題がある。 

・複数の資料提示の比較を通して共通点や

相違点を探るなど、学習課題の解決方法を

工夫していく。また、話し合う活動を通し

て多角的に物事を考える力を高めさせる。 

理科 思考・判断・

表現 

・生命の連続性、気象現象の規則性につい

て追究する中で、主に予想や仮説を基に、

解決の方法を発想し表現する力が不十分

である。 

・実験を行う前に、制御する条件について

考える時間を充分に確保し、条件を整える。

その上で、既習事項の振り返りを行いなが

ら、実験に必要なものや実験方法について、

自分たちで考えさせる。 

体育 技能 ・技能の向上のために、運動の仕方を工夫

できる子が少ないので、児童自ら工夫でき

るような場面設定をしていくことが必要

である。 

 

・体のバランスや筋力など、運動感覚が身

に付いていない児童もいる。 

・個人種目では、友達とお互いの動きを見

合ったり、動画を撮影し自分の動きを確認

したりして、動きのポイントを確認する場

面を設定する。また、チーム競技では、練

習方法を工夫できるような授業展開をす

る。 

・授業のはじめに、「体力を高める運動」

の中の「巧みな動きを高める運動」や「力

強い動きをためる運動」を繰り返し行って

いくことによって、高めさせる。 
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6年生 

教科 観点 ・児童の実態や課題 ・課題に対する具体的な方策 

国語 書くこと 

 

・事実を、順序立てて書くことはできる

が、自分の考えを交えて書くことは苦手

な子が多い。 

・あらゆる機会に「書く」活動を増やすことで、

自分の考えをもち、それを文章で表現できる力

を伸ばしていく。また、読書を奨励し、いろい

ろな文章表現に触れさせる。 

話すこと ・自分の思いを「話す」ことに抵抗のあ

る子が多い。どうしても、書いた原稿を

「読む」ことでしか伝えられない現状で

ある。 

・ペア、グループなどで対話する活動を意識的

に増やすことで、「話すこと」に慣れさせる。 

算数 数学的な 

考え方 

・自らの知識・技能を実生活の様々な場

面に活用したり、様々な問題解決のため

の解決計画を立てたりして、実践し評

価・改善する力が不十分である。 

・学習課題との出あわせ方を工夫し、日常の事

象から生まれた問題等に取り組むようにする。

また、学習において言葉や数、式、表、グラフ

などを用いて、筋道を立てて説明したり、論理

的に考えたりして、自ら納得したり、他者を説

得したりできる場面を多く取り入れ、数学的な

考え方を伸ばす。 

社会 思考・判断 

・表現 

・資料から必要な情報を選択し、適切に

表現する力や正しい選択肢を選ぶ力が不

十分である。 

 

・「なぜ」「どうして」という発問を意図的に

し、社会的事象が起こった原因やその後の過程

など、児童が考える場面を増やす。教科書や映

像資料等を活用し、社会的事象に対して自分の

考えをまとめる学習を取り入れ、自己と他者の

意見や考えを比較することで、学びを深めさせ

る。 

理科 思考・表現 ・燃焼の仕組み、生命の体のつくりと働

き、生物と環境との関わりについて追究

する中で、観察や実験結果の現象は理解

できるが、それらの仕組みや働きや関わ

りについて日常生活と関連づけるような

妥当な考えをつくりだす力が不十分であ

る。 

・考察の場面で、できている児童の考えを取り

上げ、クラス全体で共有する。また、考察する

時間を充分に確保することで、より妥当な考え

をつくりだすことにせまれるようにする。考え

を記述する際には、文だけでなく、図や絵を用

いて表現するなど、考えたり説明したりする活

動の充実を図るようにする。 

体育 思考・判断 ・一人一人が自己の課題を見付けたり、

仲間と励まし合ったりして運動に取り組

むことができていない。 

・児童の実態に合わせた場や補助具を活用し、

児童が自分の力に合った課題を選ぶことができ

るようにする。また、グループ学習やトリオ学

習を行うことで、友達のよい動きを見付けたり、

励まし合ったりできるようにしていく。 
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図工科 
学年 観点 ・児童の実態や課題 ・課題に対する具体的な方策 

３年 創造的な技能 ・自分が感じた材料のよさや面白さなど

から、つくりたいものを思いつき、楽し

みながら工夫できる児童が多いが、その

一方で、材料や用具の特徴を生かして工

夫することに課題があり、活動が進まな

い児童もいる。 

・児童が用具・材料と関わる時間を増やすた

めに、児童が見付けたことや工夫したところ

を積極的に取り上げ、児童のやりたいことに

合わせて用具・材料の扱い方を指導する。 

・特に支援が必要な児童に対しては、個別に

製作の順序を示したり、作りやすい材料を用

意したり、一緒に試してみたりして、スモー

ルステップの指導を行う。 

4年 鑑賞の能力 ・自分たちの作品や製作の過程などを鑑

賞し、よさや面白さを感じられる児童が

多いが、様々な材料の感じや表し方の違

いを捉えられるような幅広い経験が不

十分である。 

・児童がいろいろな表し方に触れ、自分で感

じたことを自覚できるようにするために、美

術作品の写真などを使った授業、他の国の作

品を使った授業、身体を使った授業などを行

い、それぞれの授業でめあてを明確にした鑑

賞を行う。 

5年 発想や構想の

能力 
・自分で表したいことを見付けて活動で

きる児童が多いが、題材によっては、発

想が広がらない児童がいる。 

・児童が発想のきっかけをつかめるように、

材料や場所と関わる時間を十分にとり、友達

と話し合うなどして、幅広い見方や感じ方に

触れられるようにする。 

・支援が必要な児童が、自分のペースで計画

的に考えたり、発想を広げたりできるよう

に、あらかじめ使いやすい大きさで用意した

材料を並べたり、つなげたり、切ったりしな

がら考える場面をつくる。 

6年 発想や構想の

能力 
・自分で表したいことを見付けて活動で

きる児童が多いが、発想を広げたり、表

し方を考えて構想を練ったりすること

に課題がある。 

・それぞれの児童が活動の見通しをもてるよ

うに、スモールステップの題材設定を行い、

1 回 1 回の授業でやるべき課題を明確にす

る。 

・それぞれの段階でつくった形を組み合わせ

たり、友達同士で話し合ったり見せ合ったり

しながら構想を練られるようにする。 
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音楽科 

学年 観点 ・児童の実態や課題 ・課題に対する具体的な方策 

３年 関心 ・歌やリコーダーを一生懸命に取り組む 

 児童が多い。 

 

 

表現の工夫 ・思いや意図をもち、感じたことを言葉

で伝えることが苦手な児童が見られる。 

・互いに音や声を聴き合ったり、感じたこ

とを伝え合ったりすることができるよう

に音楽を形づくっている要素等の掲示や

声かけをする。 

4年 関心 ・表情豊かに歌うことができる児童が多

い。 

 

 

表現の工夫 ・思いや意図をもち、感じたことを言葉

で伝えることが苦手な児童が見られる。 

・楽曲に応じた声の出し方や、演奏の仕方

を考えたり、発表したりする活動を多くつ

くる。 

5年 技能 ・響きを意識した無理のない発声をしよ

うとする児童が多くなってきた。 

・声の響きを得やすい楽曲を選択する。 

 

表現の工夫 ・互いのパートや音を聴き合いながら表

現を工夫することが苦手な児童が見られ

る。 

・互いのパートや音を聴き合う活動を多く

つくり、パートの役割を理解しながら歌っ

たり、演奏したりできるようにする。 

6年 技能 ・身体全体で表現することのできる児童

が多く、響きのある発声もできてきた。 

・変声期に入り始めた児童もいるため、歌

唱教材は無理をさせないように選曲の工

夫をする。 

表現の工夫 ・楽曲の感じや、歌詞の様子を考えなが

ら、歌ったり、演奏したりできるように

なってきた。 

・歌詞や、音楽から感受したことを、言葉

で伝えあったり、表現したりすることがで

きるような活動や声かけをする。 

 


