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八王子市立　恩方第二小学校「平成24年度授業改善推進プラン」

【八王子市教育委員会教育目標】
「あふれる元気」〈健康な心身・活力〉
「かがやく心」〈豊かな知性と感性・個性〉
「仲間とともに」〈協調性・社会性〉
「はばたけ未来へ」〈意欲・積極性〉
の育成に向けた教育を推進する。

［教　育　目　標］
○かんがえる子
（自ら学び、考え、判断する力や豊かな表現力をもち、課題
を解決する力をもつ子）
○なかよくする子
（規範意識や他人を思いやる心など、豊かな人間性をもっ
た子）
○じょうぶな子
(健やかな体と負けない心をもった、たくましい子）

《本年度本校における学力向上のための重点方針》
○望ましい学習習慣、学習方法を身に付けさせる。また、基礎基本の指導の徹底を図る。
○児童主体に考えさせ、喜びを感じる授業を行なう。
○個に応じた指導法の工夫を継続する。
○学習全体に関わる文章を読み取る力と言語事項の指導を図る。（読書活動の充実）
○特別活動や学習等を通して多くの人と関わり問題解決能力の育成を図る。
○なぜ、どうして、では、どうなるなど、知識を使って考える力を育てる。

《本校の現状》（「児童・生徒の学力向上を図るための調査」の結果から分析できること）

○全体的に、学習への興味や関心が高く、学習課題に対して前向きに取り組む。更に学力を高めるために、基礎的な反復練習など
への努力を　必要としている。
○国語は、漢字学習など、正答率の高い学年もあるが、文章の中で使うなど、生活に生かすことにおいては課題がある。また、言
葉の意味の理解が足りないために、段落の中心をつかんで「読み取る」ことがまだ、不十分な児童もいる。「言語事項」の指導を工
夫しなければならない。
○算数は計算などの知識は身に付いているが、不注意で誤答になっていることが多い。「量と測定」についてはよく理解できていた
が、数量関係では、四則の性質や二つの数量の対応についての学習は理解が十分ではなかった。「数学的な考え方」や「問題解決
能力」については問題を解決する場面において戸惑う児童も見られた。原因としては文章を読み取る力やそのもとにある語彙力、
又は、想像力の不足が考えられる。様々な体験や幅広い読書、読みを深める指導などを行なうことによって活用できる力を付けて
いく必要がある。具体物や半具体物などを使ったり実際に手や体などで体験したりする算数的活動を工夫しながら授業を進めてい
く必要がある。
○社会は、関心・意欲が高い。地図や資料を読み解く問題で正答率が低い。表やグラフの見方など、必要な情報を正確
に取り出す力を育む授業の工夫が求められる。
○理科は、関心・意欲が高い。他の教科に比べ、正答率も高い。本校の恵まれた自然環境が児童の理科の学習意欲を高
めたり理科の学習理解への自信につながっていると思われる。しかし、学力テストの中で､知識理解、必要な情報を正確
に取り出す力、意図、背景、理由を理解解釈、推論する､比較関連づける問題に誤答が多かった。知識・理解を確実にす
るとともに、それらを使って考える授業を作っていく必要があると考える。

《学力向上の成果の検証及びその評価方法》

○「学力定着度調査」や「学力向上を図るための調査」、「全国学力
学習状況調査等を活用して、成果を客観的に検証していく。
○指導者が一人一人の児童の各観点別の学力を把握して、指導の
改善を図っていく。
○課題をもとに一人一人の児童の学力の向上を図っていくために
自己表現力を高め、地域の文化や自然を活かした体験的な学習等
を実施していく中で評価検討を行い、改善策を考え取り組んでいく。
○授業を進めるにあたっては、毎時間の授業の「学習のねらい」を
明確にし、「学習のねらい」の到達の状況を把握する。
○児童の学習状況について具体的な資料のもと説明を行う。

《本年度の学力向上の具体策》（いつまでに、どの程度）

○既習の学習内容（計算や資料の活用等）の復習を随時行う。
○年間を通してドリルなどを活用して繰り返し学習を行なう。
○文章を読み取る力…音読、郡読、読書指導（学年×１０００ページ）等、２学期までに全学級で行なう。
○言語事項…漢字練習、短文作り。２学期位までに全学級実施。
○作文指導…文集「はちおうじの子」を九月期限まで「山の子」を２月期限まで全員書き上げる。
○表現力…自己表現力の向上を図る。また、児童朝会や総合的な学習等でも発表の場を設け
  指導を継続していく。
○自己表現の場を意図的、計画的に教育活動に取り入れる。学習発表会に自主的に参加できるように
する。
○地域の文化や自然を生かした体験的な学習を行う。
○異学年合同の授業や縦割りの組織を生かし、指導の効果を高めていく。
○児童の課題に応じた学習方法や家庭学習の充実を図るために保護者と連携する。
○校内研究の充実を図り､自分の考えを表し､根拠をはっきりさせ､説明、討論できる力を育成していく。

１地域の実態
　・豊かな自然に恵まれ、落ち着いた環境である。
　・学校教育に関心を持ち、協力的である。
２地域・保護者の期待や願い
　・よりよい学校への期待や願いが強い。
　・地域環境を生かした豊かな人間性と学力の向上
　　を図る教育に期待している。
３期待される児童像
　・生涯にわたって学習していく基礎基本を身に
    付けた子ども。
　・意欲を持って学び、自ら考え、主体的に行動
    できる子ども。
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○恩方探検では、地域のよさを感じ
取り、味わうことができた。今後は、
身近な自然に目を向けながらも、地
域の人やそこで働く人たちにも目を向
け、更に地域に親しみをもてるように
することが課題である。

○地域の人々との触れ合いを通して、地域の教材
を生かした体験学習を行い、恩方のよさが更に感
じ取れるようにする。
○動植物に対して愛情をもって接し、成長や収穫
の喜びを味わえるように取り組んでいく。
○カードやプリントに気付いたことなどを分かりや
すくまとめることができるように助言をしていく。

○どの種目にも苦手意識を持たずに、楽しく意欲
的に取り組んでいけるように、ゲーム的な要素や
意欲を高める学習カードなどをを多く取り入れる等
して児童が楽しめる授業作りに努める。
○児童一人一人の頑張りを認め、励ましあいなが
ら、技能習得への意欲を高める。個人の技能に合
わせた適切な支援・助言をしていく。

その他（道徳・特別活動等）
《道徳》
○道徳の授業では、それぞれの価値項目についてよく考えながら自分の思いを発表することができ、自分の行動を振り返りながら心情を育てていくことができている。
今後も全ての道徳的価値が学校生活全体を通して高まっていくよう、児童の様子をよく観察しながら支援･指導をしていく。
《特別活動等》
○学級の係・当番活動、学校全体での縦割りでの活動(委員会･清掃)、学校行事などに取り組む際は常に全体の一員であることを自覚させ、責任をもって行動できるように指導していく。

（第１学年）　教科等の現状と課題及び授業の改善点　　

○音楽への興味関心が高い児童が
多く、どの子も積極的に取り組む。
○歌唱、器楽など個人差がある。
○集中力の持続時間にも個人差が
ある。

○身体を動かしながら､身体で覚えていく。
○友達同士の関わりの中で、楽しみながら活動で
きるようにする。
○一時間の中で、歌い、楽器を演奏し、身体表現
をするなど、いろいろな活動をしていく。

現状と課題 改善策 現状と課題 改善策

○国語への興味関心が高い児童が
多く、どの子も積極的に取り組む。
○ひらがなの読みや書き取りについ
ては個人差がかなりある。
○助詞、促音、拗音等についても個
人差がある。

○ひらがなの書き取り練習を継続して行っていくと
ともに、漢字学習も繰り返し行っていく。
○助詞・促音･拗音等の発音や記述に意識をもた
せながら、言葉のまとまり、文のまとまりで読み書
きできるように支援していく。
○物語文や説明文を読み取り自分の考えをもつ
ことで、授業で積極的に発言し、友達との意見の
交流で理解を深めるよう支援していく。

○はさみの使い方、色のぬり方等、
基本的な技能の習得が不十分な面
がある。○お絵描きや工作等興味を
持って取り組んでいるが、取りかかり
には、個人差がある。お話の聞き方
や後片付け、忘れ物をしない等、しっ
かり身に付けさせたい。全体的に意
欲的である。

○授業の基本的なしつけを繰り返し指導し、後片
付け等も進んでできるよう声かけをしていく。
○発想力が豊かになるような、題材を考えたり、
選んだりして提示していく。

○繰り上がり、繰り下がりなしの足し
算や引き算はその意味を理解してい
る。時間に個人差はあるものの、計
算問題をスムーズに解くことができて
いる。
○文章問題では、文章の意味を正確
に読み取って立式することができな
いことが時々ある。

○ブロック等の具体物の操作を継続して行いなが
ら、繰り返し計算練習を行い、徐々に計算の速度
を上げていけるようにする。計算の過程などの自
分の考えを言葉で表現し、友達に伝えることがで
きるように支援をしていく。個人の理解の程度に合
わせた適切な支援・助言をしていく。
○文章問題では、具体物などで視覚的に理解さ
せて、文章問題を数多く解かせていく。

○体を動かして運動することが好き
な子が多い。
○どの種目にも興味・関心をもち、楽
しんで意欲的に活動しているが、技
能面では、個人差がある。
○苦手なことやできないことに粘り強
く取り組むことで、成就感を味わわせ
ることが課題である。
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○体を動かして運動することがすき
な子が多く、どの種目にも興味・感心
をもつことができている。また、体育
で学習したことを遊びなどに進んで取
入れようとする姿勢がみられる。○技
能面では個人差があり、あきらめず
に取り組む子もいれば、根気よく取り
組むことが難しい子もいる。

○楽しく運動ができるように、ゲーム的要素を取り入れ
たり、個人の技能や能力に合わせた段階で達成感や満
足感を味わえるような工夫をする。○児童一人一人の頑
張りを認め、励ましながら、技能習得への意欲を高め
る。個人の技能に合わせた適切な支援・助言をするとと
もに、自分で考えたり判断したりして取り組む姿勢も身
に付けさせていく。○体育カードを活用することにより、
見通しをもち、達成感をもたせるようにする。

○筆の持ち方、はさみの使い方など
基本的な技能の習得が不十分な面
が見られるが、楽しそうに図工の授
業を進めている児童が多い。
○作品を丁寧にしあげるといった観
点においては、個人差がある。

○後片付けなどしっかりできるように毎回指導し、
技能の習得なども、声かけを増やしていく。
○発想力が豊かになるような、題材を考えたり、
選んだりして提示をしていく。

○くり上がりの足し算、くり下がりの引
き算については、理解力に個人差が
ある。また、時間と時刻の概念がしっ
かりと身についていない子もいる。○
自分の考えをまとめて友達に説明す
ることはできるが、わかりやすく工夫
してまとめることはまだ難しい子が多
い。

○計算問題については、繰り返し計算練習を行い、徐々
に計算の速度を上げていけるようにする。○支援の必要
とする児童には、具体物を操作させながら、視覚的に理
解、考えさせていく。○日常生活の中で、時刻や時間に
ついて考える時間を適宜もち、日々の生活の中で身に
付けさせる。
○友達にわかりやすく説明する場面を多く取り入れ、自
分の考えを論理的にまとめられるようにしていく。

○国語への興味関心が高い児童が
多く、どの子も積極的に取り組む。○
音読が上手な児童が多く、発表もは
きはきと大きな声で言うことができ
る。○漢字の書き取りについては個
人差がかなりある。○登場人物の気
持ちを読み取り、自分の考えをもつこ
とは難しい。

○漢字はドリルやワーク、プリントなどで、繰り返し練習
する時間をとり、小テストなどで定着度を確認させる。○
作文指導や日記指導の中で、文章の組み立て方を身に
付けさせていくと同時に、既習漢字を使用するように指
導する。○朝のスピーチや授業内での発言の仕方を徹
底し、話し方のパターンを身に付けさせる。○言葉を知
る体験（言葉あそびなど）をとおして、自分の考えをもち、
表現できるようにさせる。

○音楽への興味関心が高い児童と、
人前での表現活動への積極性に個
人差がある。○歌唱、器楽など個人
差が大きく、表現に差がある。

○ひとり一人の技能を伸ばし、友達と合わせるこ
との中で､より楽しく表現活動出来るようにする。
○集団指導の中に，個別指導を充実させ、一人ひ
とりが技術を習得出来るようにする。○鑑賞指導
では、子ども一人ひとりに感じたことを発言させ、
言葉や体で表現できる力をのばす。

　教科等の現状と課題及び授業の改善点　　 （第２学年）
現状と課題 改善策 現状と課題 改善策

その他（道徳・特別活動等）
《道徳》
○それぞれの価値項目について、自分の思いを発表したり、自分の行動を振り返ったりしながら、学校生活全体を通してそれらの道徳的価値が高まっていくように、支援・指導をしていく。
《特別活動等》
○学級活動の当番活動や係活動、委員会活動、学校行事等での学校全体での活動などに取り組む際には、常に全体の一員であることを自覚させ、責任をもって行動できるように指導していく。
○学級活動の話し合い活動の時間を多く確保し、自分の考えを根拠をもって話すことができるようにする。

○虫や植物が好きな子が多く、継続
して意欲的に世話をする児童が多
い。○恩方探検では、地域の様子に
十分に興味をもって取り組み、その
良さを味わうことができる。１年生を
リードしながら活動することができた。

○植物等の生命の大切さについてその都度話し合いな
がら、生き物の世話をすることの意味をしっかりと考えさ
せ、責任をもって世話を継続していけるよう指導してい
く。○地域にある教材を使った体験学習の中で、リー
ダーとなって１年生のお世話をする機会を多く設け、上
手にリードできる力を身に付けさせる。○恩方探検
ニュースとして、探検したことを分かりやすくまとめること
ができるように助言する。
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その他（道徳・特別活動等）
○道徳・・・友だちを思い、互いに譲り合う姿勢がある。中学年として下級生のお世話をしながら、様々な行事に自主的に取り組めるように支援していく。
○特活・・・係活動は意欲的に取り組むが、話し合い活動の進め方などはまだ未熟な面がある。議題の選定や話し合いの仕方など事前指導を充実させていき、自主的な活動を支援していく。委員会活動
では、自分の役割を理解し、下級生のお世話をしながら、仕事を進めていくことができるように支援していく。

○生き物を育てたり、調べたりするこ
とが好きな児童が多い。
○地域での体験活動や蚕や野菜を
育てながら、自然や地域に目を向
け、広く、深く考える力をつけることが
課題である。

○図鑑等を使って調べ学習をし、まとめたことを発
表し合うことで学習の興味・関心を高める。
○課題に対してねらいを意識させ、テーマの設
定、調査、話し合い活動、まとめ方など、一連の学
習の流れを身に付けさせていく。

○動植物の観察をじっくり行い観察
カードに詳しく記録することができる。

○自然現象に接する機会が多く、関
心や意欲もあるが、主体的に問題を
見出す経験が少ないようである。

○見通しをもって観察・実験を行い、結果を整理し
て記録し、発表し合う。自分の考えを表現する活
動を大事にする。

○主体的に問題を見出し、ワークシートに仮説・根
拠・結果をまとめ、問題解決型の学習活動を積み
重ねる。

○課題に対して、友だちと協力して楽
しく運動に取り組むことができる。
○日常からの運動経験等から技能
面・体力面で個人差がある。
○運動のねらいをよく理解していない
で授業に取り組む傾向がある。

○友だちと関わりながら、おたがいの良さを伸ばし
ていける授業の工夫をしていく。
○体育カードや学習ノートを使ってねらいをはっき
りさせ、それぞれの運動の特性に合った技能や体
力を高めていく。
○基本的な体力の知識・理解を深め、体力の向
上をはかる

○取りかかりの早さに個人差がみら
れる。集中しはじめると、クラスも落ち
着き作業もはかどる。
○その集中度により作品のしあがり
のよさが決まってくる場合が多い。

○アイディアが浮かばない児童には、友だちの作
品を鑑賞させたり、図鑑をみせたり、助言などして
引き出させる。また、技能面では、雑に仕上げる
児童には、側にいて支援していく。

○基礎.基本の定着に個人差があ
る。反復練習を続け、さらなる定着を
図る。
○文章問題の解法がやや苦手であ
り、課題をじっくり読んで解くことをで
きる力を身に付けていくことが課題で
ある。

○基礎基本の学力定着を家庭学習も含め、年間
を通して充実させる。
○具体物を操作したり図を書いたりしながら、筋道
を立てて問題解決をする学習を多く取り入れる。
○自分の考えをわかりやすい言葉で説明できる
発表の場を増やしていく。

○社会は好きで、積極的に取り組む
姿勢が見られる。身の回りの事象に
も目を向け、調べたりする活動もでき
る。
○資料を活用し、その中から必要な
ことの気づきや分かったことを発表し
合う学習活動が難しい。

○身近な生活から出る疑問や問題から教材化し、
児童の興味・関心を高める。

○地図やグラフ・図表に触れる機会を多くし、資料
を読み取る機会を増やしていく。
○視聴覚機器やパソコンを活用し、資料の中から
の気づきを増やしていく。

現状と課題 改善策 改善策現状と課題

○登場人物と語り手を上手に読み分
けながら、表現豊かに音読すること
ができる児童が多い。
○筋道をたてて、適切な言葉で表現
するのが苦手である。
○作文の際に、話し言葉と書き言葉
の乱れがあったり、助詞の使い方の
誤りがある。

○国語辞典を常に活用し語彙を増やしていく。
○物語文などで自分の考えを根拠を基に発表で
きるように、順序を表す言葉を入れ、はっきりと話
すことを意識させていく。
○日常的に作文指導を行い、書くことに慣れさせ
る。１月の「全校文集」では、一人一人が表現豊か
に書くことができるようにする。

○歌唱、器楽など個人差が大きく、表
現に差がある。○合奏の学習で、音
を覚えて､楽器を演奏すること、また、
リコーダーのタンギングなど、細かい
技能において、個人差がある。○鑑
賞では，聴き取った音楽から自由な
発想で物語を書くことができた。

○多くのレパートリーを持たせ､いろいろな音楽を
体験させていく。○いろいろな楽器に挑戦させ､経
験を増やしていく。○楽しみながら､技術的なこと
を少しずつ身につけられるようにする。○感じ取っ
たことや感想を文にして発表できるようにしてい
く。

　教科等の現状と課題及び授業の改善点　　 （第３学年）
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その他（道徳・特別活動等）
○道徳・・・友だちを思い、互いに譲り合う姿勢がある。児童が興味・関心をもちやすい資料を選択し、道徳的価値が高まるように学習の進め方を工夫する。
○特活・・・係活動や話し合い活動に意欲的に取り組む。議題の選定や話し合いの仕方など事前指導を充実させ、自主的に活動できるように支援していく。委員会活動や各行事集団の中では、自分の役
割を理解し、下級生のお世話をしながら、仕事を進めていくことができるように支援していく。

○生き物を育てたり、調べたりするこ
とが好きな児童が多い。○主体的に
課題をもって解決していこうとする力
が、今一歩である。

○主体的に課題をもって取り組めるように、調べ
活動を充実させる。テーマの設定、資料の収集・
資料の整理、まとめ、発表の流れを指導していく。
また、発表の方法にはいろいろな手段があるとい
うことを知り、まとめ方・表現方法のレパートリーを
増やしていく。

○生き物探しでは、意欲的に取り組
み、探した生き物をじっくり丁寧に記
録することが出来た。○自分の課題
をもち、解決していく力が、今一歩で
ある。

○体験的な活動を通して、問題を自ら発見し、解
決していこうとするよう、話し合いや、考察する時
間を多く持つ。○なぜそうなると思うのか、根拠を
もって自分なりに説明が出来るよう声掛けをして
いく。

○どの分野の運動でも、進んで運動
をし準備・片付けもみんなで協力して
出来ている。○マット運動では、リー
ダーとして声を掛ることが出来る児童
が出てきたが､全体としてはまだ十分
ではない。○記録を伸ばすためには
どのように練習を工夫すればよいの
かを考える力が十分でない。

○練習方法を工夫して取り組むことが出来るよう
に、学習カードを準備し、毎時間めあてをもって学
習できるようにしていく。また、技能のポイントもそ
のカードを見ながら確認させる。○班を作って、お
互いにアドバイスをし合いながら取り組めるように
していく。リーダーとして行動できるように、適切な
支援や助言をしていく。　　　○体力テストの結果
を生かして、体力の向上を図る。

○基礎基本は、比較的身についてい
る児童が多いがさらなる定着を図る。
○様々な方法で自分の考えをたくさ
んノートに書けるようになってきた。
ノートの書き方については、学期初め
から行っており、今では、自分なりに
工夫して書く児童が出てきた。

○引き続き、計算ドリルや算数プリントなどを活用
することで、基礎学力の確実な定着を図る。○自
分の考えをノートにたくさん書くことが出来るので、
それを友達に伝えることができるように、発表の仕
方を指導していく。つなぎ言葉を常に見えるところ
に貼っておき、それを意識しながら筋道立てわか
りやすく説明できるようにさせる。

○身の回りの事象と関連づけながら
学習することが出来る。○調べ活動
は意欲的に行うが、いろいろな資料
から収集し、それらをまとめ、自分の
考えや感想をもつことが十分ではな
い。

○調べ活動では、テーマ設定をしっかり行わせて
から活動に入るようにする。いろいろな資料から
収集できるように準備をしておく。資料のまる写し
にならないよう、要約して記録できるよう指導して
いく。○毎時間学習課題に対しての自分の考えや
感想をノートに書かせ、自分の考えの変容に気づ
かせる。○話し合い活動を取り入れながら、調べ
た事柄を吟味し、思考・判断力を身につけさせる。

○図・工が好きで、積極的な児童が
増えてきている。進んで学習に取り組
んでいる姿勢が見られる。友達同士
で良いところを見つけ、お互いに誉め
合っている姿もある。○児童同士の
中で、無言ではあるがいい意味での
切磋琢磨している様子がうかがわれ
る。

○制作の過程において、作業の遅い場合は、休
み時間等を利用してしあげさせる。また、表現力
が弱い場合は、他の作品など紹介して、良いもの
に触れさせ作品の向上をはかったり、絵を描く作
業の機会を増やす。

○音読が得意な児童が多く、表現豊
かに音読することができるが、スピー
チや発表の場面になると声が小さく
なり、わかりやすく相手に伝えるのが
苦手である。○新出漢字の練習は意
欲的に行い、ミニテストでは高得点を
とる児童が多いが、既習漢字を忘れ
てしまう。

○スピーチや発表の機会を多くもたせ、順序を表
す言葉を入れ、はっきりと話すことを意識させてい
く。朝の新聞スピーチを充実させ、友達の発表に
は必ず感想を言うように指導していく。○既習漢
字については、教科に関わらず、必ず学習した漢
字を使用するように声を掛けていく。既習漢字ミニ
テストを行ったり、文作りを行ったりして定着を図
る。

○歌ったり､合奏することが好きで､意欲的
に取り組む。○歌唱・器楽・鑑賞それぞれ
への関心を示し、意欲的に取り組んでい
る。○発声や発音、リコーダーの指使いや
タンギングなど、基礎的課題も身について
きている。○鑑賞でも、自分がどう感じた
かということを、いろいろな言葉で話し合え
る。

○楽しみながらいろいろな曲に出会い､歌や楽
器、体で表現する等の機会を作る。
○発声、発音に気をつけて歌えるように、お互い
の声を聴き合ったり､グループに分かれて演奏し
たりして表現力を高めていく。

　教科等の現状と課題及び授業の改善点　　 （第４学年）
現状と課題 改善策 現状と課題 改善策
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○学習活動への関心・意欲・態度は十分
満足できる。（米作り・三浦移動教室）
○総合的な思考・判断・表現は概ね満足
できる。
○学習活動に関わる技能は概ね満足で
きる。
○知識を応用し総合する能力も概ね満足
できる。

○学習のねらいを明確にし一人一人が自ら見通しをもっ
て学習できるようにする。
○体験し活動したことを自ら様々な形で表すように工夫
し、表現力を高める。
○多様な学習形態、学校図書館などの活用を工夫す
る。

その他（外国語活動・道徳・特別活動等）
【外国語活動】○ALTと教師が連携し、歌やゲームを取り入れ、楽しく学習することができるようにする。
【道徳】○身近な事例及び崇高な事例や教材から、心の揺れ、葛藤などの課題を取り上げ話し合い活動やロールプレイなどを通して自分ならどう考え行動するか、深められるよう指導を工夫し、道徳的な心情、判断力、実践意欲
などを養う。
【特別活動】○学級活動の学級指導では、提示する資料など工夫する。学級会では話し合い活動の進め方を工夫する。児童会活動、クラブ活動、学校行事では、上級生としての自覚をもって下級生をリードし、全体を考えながら
行動できるようにする。

○関心・意欲・態度の評価については個
人差が大きい。
○知識・理解・技能についての基礎的な
力が不十分である。
○問題解決に対して取り出し、読み取り、
解決することが不十分である。

○理解が特に不十分な内容を優先し、既習事項を復習
する。そのための、時間を朝学習や家庭学習を通して確
保する。
○問題解決「自力解決、少人数や全体での話し合い、学
習のまとめ、学習の振り返り」の授業を通して論理的に
考え、表現できる力を培う。問題を工夫し、解決への意
欲を高める。また、話し合い活動を工夫し、自発的に自
分の考えを表現できる機会を増やす。

○調理実習や縫う作業全般的にまじめに意欲的
に取り組くんでいる。作業の早さで個人差のでる
児童には、横についてていねいに支援していく。。

○関心・意欲・態度は高い。特にB分野に
対する評価は十分満足できる。
○A分野、B分野とも既習の自然事象につ
いての知識・理解は十分満足できる。
○問題解決に関して、取り出し、読み取
り、解決する力が不十分である。

○主体的に見いだした問題を計画的に追求する問題解
決活動の授業を多く取り入れる。
○観察、実験の結果を整理し考察する学習活動や科学
的な言葉や概念を使用して考えたり説明したりする学習
活動を行い、分析力や解決力及び表現力を高められる
ようにする。
○学習の成果と日常との関連を図り、自然の事物・事象
について実感を伴って理解できるように留意する。

○運動や健康・安全への関心・意欲・態
度は高い。
○運動や健康・安全についての思考・判
断もよい。
○運動の技能は概ね満足できる。
○健康・安全についての知識・理解も概
ね満足できる。

○A体つくり運動の種類を増やす。B器械運動は自己の
能力に適した課題を明確にもち練習を工夫する。C陸上
運動では競争や記録への挑戦の仕方を工夫する。E
ボール運動はチームの特徴に応じた作戦を立てられる
ようにする。F表現では練習や発表の仕方を工夫し表現
力を高める。
○G保健では健康で安全な生活がすべての活動の基盤
であることを押さえ、発問、資料提示、話し合い活動など
を工夫し、健康・安全に対しての判断力を高める。

○関心・意欲・態度はよい。
○社会事象についての知識・理解が不十
分である。
○問題解決に対しては、取り出し、読み取
る力が不十分である。

○単元指導の際、資料を計画的に準備し、具体的な社
会的事象の意味について、自ら考えられるようにし、学
習内容の理解を確実にする。
○授業展開に問題解決学習を多く取り入れ、資料提示
や発問を工夫し、社会的事象の意味について根拠を
もって考え判断力を培う。また、調べたことや考えたこと
を話し合ったりノートにまとめたりして、表現力を高める。

○落ち着いた雰囲気で、意欲的に取
り組んでいる。友達相互で、切磋琢
磨している。
○全体的趣向を凝らし、作品の出来
ばえが良い。

○技能的に差が生じ他場合は、側にいて支援して
いく。アイディアや創造力をつけるといった場面で
は、児童が意欲的にとりくめる題材などを提示して
いく。
○鑑賞の分野を通してどういう作品物が良いもの
か、また、先人の工夫しているところなど具体的に
みせることで見通しを持たせる。

○関心・意欲・態度が高い。
○話す・聞く能力が身に付いている。
○言語についての知識・理解・技能では
主語、述語の関係や助詞などの理解が不
十分である。
○問題に対して取り出し、読み取り、解決
することが不十分である。

○学習意欲があるので、単元教材と関連する図書を適
宜教室に置くなどして、教材文への考えを広げたり深め
たりできるようにし、読書への関心を更に高める。
○互いの立場や意図をはっきりさせながら計画的な話し
合いの学習をもつ。
○言語事項について取り立て指導し、主語、述語や修
飾語など、語句の構成や語句と語句との関係の理解の
習熟を図る。
○問題解決に際して、意図や背景、理由を理解・解釈・
推論して解決できるように発問を工夫する。授業展開の
中で、問題解決の時間をしっかり確保し、根拠をもって
話し合い自分の言葉で考えを表現できるようにする。

○興味関心はあり、やりたい気持ち
はあるのだが、人前で堂々と発表す
ることへの積極性に個人差がある。
○歌唱でははっきり言葉を発する
等、もう少し工夫が必要な所がある。
○鑑賞では、感想や感じたことをすぐ
に書ける子と、まとめるのに時間が
かかる子と個人差が見られる。

○自信を持てるように、声かけや個人指導をしな
がらよりよいものを作る意欲を引き出していく。
○合奏や合唱を指導する中で，楽しみながら基礎
練習を取り入れていけるようにする。
○話し合いや発表の中で，人のいいところを取入
れたり、自分の考えをまとめて話したり出来る機
会をふやす。
○○発表の際は何に気をつけて演奏したいか、ど
んなイメージを持っているかを具体的にしてから
発表できるようにする。

（第５学年）
現状と課題 改善策 現状と課題 改善策

○全体的に，意欲的に学ぼうとし
ている。特に、調理実習では、協
力的で仕上がりも速い。裁縫にな
ると、縫う速さに個人差が大き
い。
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○関心・意欲・態度は概ね満足できる児
童と。不十分である児童に分かれる。
○知識・理解・技能についての基礎的な
力が不十分である。
○問題解決に対しては、取り出し、読み取
り、解決することが不十分である。

○解決する必然性のある問題を精選し、算数的活動を通して学習するな
ど、学習への関心や意欲が増すようにする。
○朝の自習時間を計画的に使ったり家庭学習の内容を工夫したりして数量
や図形についての基礎的な能力の習熟や維持を図る。また、授業において
適切な反復による学習指導を進める。
○問題解決の授業を通して論理的に考え、言葉、数、式、図、表、グラフを
用いて説明したり互いに自分の考えを表現し伝え合ったりする活動の機会
を増やす。

○児童が主体的に問題解決活動を進めるとともに、学習の
成果と日常生活との関連を図り、自然の事象・現象につい
て実感を伴って理解できるようにし、関心や意欲を増す。
○観察、実験や自然体験、科学的な体験を充実させ、知識
や概念の定着を図り科学的な見方や考え方を育てる。
○観察、実験の結果を考察する学習活動や科学的な言葉
や概念を使用して考えたり説明したりするなどの学習活動
が充実するようにする。

○運動や健康・安全への関心・意欲・態
度は十分満足できる児童が多い。
○運動や健康・安全についての思考・判
断については概ね満足できる。
○運動の技能はまだまだ、伸びる余地が
ある。
○保健・安全についての知識・理解につ
いては概ね満足できる。

○関心・意欲・態度の高い子が多い。自
分から進んで学習に関連する本を読んだ
りインターネットで調べたりしている。
○社会事象についての知識・理解につい
ては個人差が大きい。
○問題解決に対しては、取り出し、読み取
る力が不十分である。

○児童の興味・関心を重視し、取り上げる人物や文化遺
産の重点の置き方に工夫を加え、更に学習意欲を増
す。
○児童の実態に合わせ、学習した内容を適宜復習し、
知識・理解の定着力を図るようにする。
○問題解決型学習を多く取り入れ、基礎的資料を効果
的に活用し、社会的事象の意味をより広い視野から考
え、根拠をもって話し合えるようにする。また、調べたこと
や考えたことを新聞作成などで表現できるようにする。

○それぞれの児童の絵に個性があ
り、それらを大切に伸ばしていきた
い。　　　○取りかかりの速さには、個
人差がある。

○関心・意欲・態度は概ね満足できる。
○A分野、B分野とも既習の自然事象につ
いての知識・理解は満足できる。
○問題解決に対しては、取り出し、読み取
り、解決する力が不十分である。

○A体つくり運動の種類を増やし、体を動かす楽しさや心地
よさを味わえるようにし、体力や運動への関心を高める。
○B器械、C陸上、D水泳、Eボール、F表現運動では能力に
適した課題や競争や記録への挑戦の仕方を工夫する。
○児童の技能に応じ自ら課題の解決を目指す活動ができる
ようにし、それぞれの運動の楽しさや喜びに触れ、スモール
ステップで技能が高まるようにする。
○日常的具体的に理解し知識を得られるよう工夫する。

○関心・意欲・態度は十分満足できる。
○総合的な思考・判断・表現は概ね満足
できる。
○学習活動に関わる技能については個
人差があり、知識を応用し総合する能力
については不十分である。

○学習のねらいを明確にし、見通しをもって活動できる
ように配慮し、自ら課題を見付け、学ぶ意欲を高める。
○体験や活動を通して主体的に考え判断できるよう支
援し、具体的な表現方法を例示するなどで、自ら工夫し
て表現できるようにする。
○個々の児童の学習状況に応じて適切な指導をすると
共に、多様な学習形態、指導体制などを工夫する。

○楽しく、広がりある発想ができるよう、題材の提
示を工夫していく。
○アイディアがまとまらなかったり、描くのにとま
どっていたら、資料をみせたり、友だちの作品をみ
せたりして、発想が浮かぶよう支援する。

○関心・意欲・態度は概ねよい。読書への
意欲も前年度に比べ高まってきた。
○話す・聞く能力については、聞く態度は
しっかりしているが、自分の意見をもちな
がら聞くということや話すことには積極性
がほしい。
○言語についての知識・理解・技能は、主
語・述語の関係や助詞などの理解が不十
分である。
○問題解決に対して、取り出し、読み取
り、解決することが不十分である。

○「年間読書６０００ページ以上」を目標とし、読書などの関
心や意欲を更に高める。
○話し手の意図をとらえながら聞き、自分の意見と比べ考
えをまとめたり互いの立場や意図をはっきりさせ、計画的に
話し合えるようにする。全校朝会などで聞いた話について、
自分の感想や考えをもち、発表し合う活動をもつ。
○言語事項の指導では主語、述語や修飾語など、語句の
構成や語句と語句との関係を理解できるようにする。
○問題解決型授業を通して、意図や背景、理由を理解・解
釈・推論して解決できるように発問を工夫する。根拠をもっ
て話し合い自分の言葉で考えを表現できるようにする。

○全体的に意欲的で､積極的に活動
する。
○他者への表現の積極性に個人差
があり、援助が必要である。
○興味関心はあるが、鑑賞では、自
分がどう思うか，言葉にすることに個
人差がある。

○発表の機会を多くし，人前で表現することに慣れさせてい
く。クラスの中でも聴き合う場を設け、人や自分の良いところ
に気付かせ、感想や気がついたこと等を発表する機会を設
ける。
○発表の際は何に気をつけて演奏したいか、どんなイメー
ジを持っているかを具体的にしてから発表できるようにす
る。
○暖かい雰囲気で授業を進め、いろいろな音や音楽に親し
む楽しさに触れさせ，興味関心を広げていく。
○話し合いの中で言葉を引き出し，少しずつ自分の考えを
言葉にできるようにする。

（第６学年）
現状と課題 改善策 現状と課題 改善策

○物を作ったり、家庭の仕事をしてみ
たいという意欲が感じられる。○器用
に自分からアイディアを出して作って
いく児童が多いが、作業ができても、
自分のアイディアに自信が持てない
場合があり個人差がある。

○学校で学習したことを家庭生活でも生かせるよ
うに、声かけをしながら、実践と知識を結びつけて
いく。また、学習でも、実践的な経験を増やしてい
く。○一人一人のアイディアを認め、少しずつ自信
を持たせていく。自分で工夫するところ，自由に作
るところを少しずつ増やしていく。

その他（外国語活動・道徳・特別活動等）
《外国語活動》○ALTと教師が連携し、歌やゲームを取り入れ、楽しく学習することができるようにする。
《道徳》○身近な事例及び崇高な事例や教材から、心の揺れ、葛藤などの課題を話し合い活動やロールプレイを通して道徳的な心情、判断力、実践意欲を深めたり高めたりする。
《特別活動等》○学級活動では集団決定、自己決定を重視し正義が通り、努力することが評価されるよう指導する。児童会活動、クラブ活動、学校行事では、上級生としての自覚や自尊感情を育てられるようにする。
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