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八王子市立 恩方第二小学校「平成22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、知性と感性を高めようとする子）
○なかよくする子
（互いの人格を尊重し、思いやりと規範意識のある子）
○じょうぶな子
(健康な心身、活力のある子）

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。

《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。（フィンランドメソッドの試行）
○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。

《本校の現状》（「八王子市学力定着度調査」「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）

○全体的に見ると、児童の得意なところ、不得意なところが目立った。

○国語は、漢字ドリルの学習など、関心も高く，正答率の高い学年もあるが、文章の中で使うなど，生活に生かすことで課題がある。ま
た、言葉の意味の理解語りないために，段落の中心をつかんで「読み取る」ことが得意でない児童もいる。漢字の書き取りや言葉の意
味等「言語事項」の指導をする必要もある。

○算数は学習に対する「関心意欲」が高い。「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。全体的に見て、すでに学習してきた知識や計算等の基本的な事柄について今年も
力を入れていく必要がある。

○「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。教科としても具体物や半具体物などを使ったり、実際に手や体などを使って体験しながら
進める授業を多く取り入れていく必要がある。

《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なう。

《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、朝読書、読書指導等。２学期位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「山の子」を年度末までに全員書き上げる。
○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。
○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。

1 ／ 12



H22授業改善プラン.xls

教科等 教科等

国 語 音 楽

社 会 図 工

算 数 家 庭

理 科 体 育

生 活
総合的な
学習の時

間

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。
また、低学年ではあるものの１年生の世話をしていく上級生としても行動できるように、常に声かけをして意識付けさせていく。

○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。

○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。
○技能面では個人差が大きいが、あ
きらめずに取り組む子が多い。

○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。

（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り、覚える
のに時間がかかる子もいる。○落ち
着きがない子が多く、集中力が続く時
間が短い。

○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

○ひらがなはほぼ正確に読めるが、
書き取りについては個人差があり、ま
だ全ては書けない子もいる。○助詞、
促音、拗音等についても書ける子と
書けない子の差がある。○人前で話
すことが好きな子が多いが、大きな
声が出せないことがある。

○ひらがなの書き取り練習を継続して行っていく。
○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、文のまとまりで書ける
ように短文作り等の書き取りを繰り返し行う。○日
直スピーチ、授業内での発言等で、声の大きさや
話し方を繰り返し行い、自信をもたせる。

○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
に時間を要する子も何人かいる。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。

○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。

○足し算の意味をしっかりと理解し、
時間差はあるがほぼ正確に問題を
解くことができている。○引き算は大
きい数（６～１０）になるとブロック等の
操作が必要な子もいる。○引き算の
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、助々に計算の速度
を上げていけるようにする。○文章問題では、具
体物などでや視覚的に理解させて、文章問題を数
多く解かせていく。○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。
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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
入れる応用力もみられる。○技能面
では個人差が大きいが、あきらめず
に取り組む子が多い。

○楽しく運動ができるように、ゲーム的な要素を取
入れたり、それぞれが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、励まし合いなが
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

○くり上がりの足し算、くり下がりの引
き算については、よく理解できている
が、うっかりミスをしてしまうことがあ
る。○時間と時刻の概念がしっかりと
身についていない子がいる。○ほと
んどの子が時刻を読むことができる
が、あと一歩の子も数名いる。

○足し算の筆算・引き算の筆算とも家庭学習や授
業内での復習を重ね、落ち着いて確実に問題を
解くことができようにさせる。また、見直しの徹底も
図る。
○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。

○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。後片付
けで何人かの子がまだできていな
い。

○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。

○文字を早く乱雑に書いてしまう傾向
がある。○漢字の読みはできるが、
書くことが定着しづらい。○文章をた
くさん書くことはできるが、構成を考
え、まとめて書くことが課題である。
○人前で伝えたいことをまとめて話す
ことに課題がある。○音読には、とて
も意欲的で力もついてきた。

○ノート指導や書写の学習を徹底し、乱雑な文字
はその都度書き直させて丁寧な文字を書くことを
意識付けさせる。○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。○朝のスピーチや授業内での発言の仕方を徹
底化し、話し方のパターンを身に付けさせる。

○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、器楽など個人差が大きく、表現
に差がある。○鑑賞指導では、子ど
も一人一人に感じたことを発言させ，
言葉で表現できる力をのばす。

○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、ひとり
一人が技術を習得出来るようにする。

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。

○虫や植物が好きな子が多いが、継
続して意欲的にお世話をするところま
でには、至っていない。○恩方探検で
は、１年生をリードしながら地域の様
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
験学習を通して、そこで暮らしたり働いたりしてい
る人々と直接触れ合い、恩方の良さを更に深く感
じ取り、自分なりに表現できるようにしていく。
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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。

○観察カードの指導を丁寧に行い、観察学習の
興味・関心を高める。○課題の立て方やいろいろ
な事例を紹介し、一人一人に個別指導して、対応
していく。○高学年に向け、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。

○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。○
動植物の観察をじっくり行い詳しく記
録することができる。

○主体的に問題を見出し、興味・関心をもって問
題解決をする学習活動を積み重ねる。○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。

○楽しく運動を取り組ませ、体力の向
上を図ることが課題である。○技能
面では個人差が大きく、苦手な運動
の際には、練習を重ねて上達して行
こうとする意欲にやや欠けている。

○友だちと関わりながら、学んでいく授業の工夫
をしていく。○それぞれの運動の適正にあった技
術を身につけていない児童には、頑張りカードや
シールを使用して、意欲的に取り組めるように工
夫する。

○基礎.基本は比較的身に付いてい
る児童が多いが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。

○反復練習など基礎基本の学力定着を充実させ
る。
○筋道を立てて問題解決をする学習を多く取り入
れる。○具体物操作や、図を書く作業など多く取り
入れる。

○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。○資料を揃え、その中から必要な
ことを選んで活用していくことが難し
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。

○人数が５人で家族的雰囲気で授業
が進められる。一人一人に十分時間
がかけられるので授業も楽である。ま
た、図工が好きで、どんどん作業が
進められる。

○特に課題もないが、今の調子で、楽しく学習が
できるよう声をかけていく。

現状と課題 改善策

○音読が得意な児童が多く、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。○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。

○スピーチや暗唱などを継続し、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。

○歌ったり､合奏することが好きで､意
欲的に取り組む。○合奏の学習で、
音を覚えて､楽器を演奏するのに時
間がかかる児童がいる。○鑑賞で
は，表現力豊かに思ったことを話し合
うことができる。

○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。○話し合ったことを文でも自由
に書き、人に伝えられるようにしていく。

現状と課題 改善策

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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教科等 教科等

国 語 音 楽

社 会 図 工
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生 活
総合的な
学習の時

間

その他（道徳・特別活動等）
(道徳）積極的に下級生の相手をしたり、思いやったりする姿がある。一緒に気持ちよく生活するために何が必要なのかを考え、自分がどう行動するのか、判断していく姿勢を身に付けることが課題であ
る。
（特別活動）学級内での係活動や話し合い活動の中で、自分の力を発揮する手立てについて考えさせることが課題である。委員会活動や各行事集団の中では、役割分担やチームリーダー、係の責任者
など、自分が出来ることを見つけ、自己効力感を得ることが出来るような場を設定していく。

○地域、校内の自然や動植物に関
心が高く、自主的に観察に励む。観
察ポイントを絞るように声を掛けてい
く。○関心が低い児童には、課題を
与え、表現する楽しさを高めさせてい
く。○物を作ることが好きなので、自
信を高める声掛けに努め、作業に集
中するようにさせる。とくに、１月の

○観察したり、発見したりしたことを表現する時に
は、何をどのように伝えるかを考えさせることが課
題である。○他学年の観察カードや動植物図鑑な
どを参考にして、まとめ方、表現方法のレパート
リーを増やしていく。○動植物を観察したりお世話
をしたりすることが指揮だが、継続していくことが
苦手なので、自分なりの関わり方を考える機会を
設ける。○お世話になった方々へのお礼の手紙を

○自然に対する関心が高く、自然現
象に対する認識もあり、自然に大い
に親しんでいる。
○実験や観察などに喜んで取り組む
事が出来るが、結果をきちんと整理
することはやや苦手である。

○学んだことを生活に生かすこと出来るように声
掛けし、科学的な見方や考え方が出来るようにし
ていく。
○実験や観察は見通しをもって行なうように声を
掛け、結果を詳しく記録するようにさせる。また、
結果をきちんと整理させるため、自分の考えを発
表する機会を多くもつ。

○どの分野の運動でも、進んで取り
組む気持ちが見受けられる。個人技
の練習でもお互いにアドバイスしなが
ら努力し合うこともできる。チームプ
レーの楽しさを体験させ、リーダーの
自覚を育てることが課題である。特
に、２月、３月に学習する「サッカー型
ゲーム」「ベースボール型ゲーム」の

○運動の適性に合った技術を身に付けていない
児童には、頑張りカードやシールを使用して、課題
を意識させて取り組ませる。○チームプレーでの
学習をする際には、毎回チームカードの記録をと
り、全員が常に自分の課題を把握しながらプレー
に取り組むようにさせる。○保健体育では、学習し
た内容を日常生活で活用したり、健康で安全な生
活を送るために正しい判断力を身に付けるよう、

○計算ドリルを利用し、安定した計算
力を身に付けることが課題である。○
応用問題では、複数の解き方から、
解き方を選択させていく。特に、１，２
月の「分数」や３月の「４年生のまと
め」で、解き方を紹介し合う。

○引き続き、計算ドリルの活用をすることで、基礎
学力の確実な定着をはかる。○いろいろな出題形
式に慣れさせる為、ワーク使用に力を入れたり、
自分で問題を作成し、友達同士で出題し合う時間
を設ける。

○身の周りの事象に目を向けて、答
えを予想したり調べたりする活動が
少しずつ定着してきた。○学習内容
を踏まえ、普段の生活の中で出来る
ことを実践していくことが課題である。
また、新聞作成では、自分が楽しむ
だけではなく、相手に伝えることの大
切さを知ることや、掲載内容のポイン

○他学年の社会科新聞や、子ども新聞などの新
聞に触れさせて、記事のまとめ方、資料の利用法
などを考えさせる。特に、１１月の「社会科見学新
聞」、３月の「地域に貢献した人物調べ」で、課題
を意識させる。○国語の「調べ方とまとめ方」や、
算数の「グラフの使い方」等を復習し、表現に生か
すよう声掛けに努める。○学習内容を日常生活で
活用し、生活が向上するような判断力を身に付け

○図画・工作が好きで、積極的な児
童が多く、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。作業に夢中になる
反面、仕上がりが雑になってしまうの
が課題である。

○時間をかけて丁寧に仕上げるよう、日頃の授業
時間に声かけを続ける。

○漢字ドリルからのミニテストの合格
率が低い児童もいる。高い児童も、
実際に文章の中で正しく漢字を利用
したり、他教科でのノート作成で適切
に使用したりするまでには、至ってい
ない。○文章表現の中で、主語と述
語が一致しない児童も多い。伝えた
いことを確認させ、技術を身に付けて

○教科に関わらずノート指導では、必ず学習した
漢字を使用するように声を掛ける。○読み書き共
に、いろいろな文章に慣れさせる為、ワーク使用
にも力を入れる。○家庭学習の充実を図るため、
家庭に音読チェック等の協力を仰ぐ。○特に、１０
月「想像して書く」、１月「全校文集の作成」の前に
色々な表現技術を紹介し、自分自身で、表現する
楽しさを味わわせる。

○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。
○鑑賞では、自分がどう感じたかとい
うことを、言葉にまとめられない児童
がいる。

○楽しみながらいろいろな曲に出会い､演奏できる
機会を作る。
○発声、発音に気をつけ歌えるように聴き合った
り､他学年との大人数での演奏にも参加し､表現力
を高めていく。○友達の考えを聞いたり，話し合う
中で，少しずつ，自分の考えを表現し、まとめられ
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４学年）
現状と課題 改善策 現状と課題 改善策
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間

その他（外国語活動・道徳・特別活動等）
○【外国語活動】歌やゲームを取り入れ、楽しく外国語を学習することができるようにする。
○【道徳】児童の興味関心のおこりやすい資料の選択を行い、道徳的価値が高まるように学習の進め方を工夫する。
○【特別活動】学級会等の話し合い活動の進め方を工夫するとともに、学校行事、児童会、委員会、クラブ活動等では、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。

○稲や野菜の栽培を体験したり、体
を動かすことが好きで意欲的に取り
組む。

○インターネットを通して調べたり、作
物の観察記録をパソコンで作成する
ことができる。

○野菜の栽培など、通年で取り組める活動を継続
していき、観察カードの指導を丁寧に行い、観察
学習の興味・関心を高める。。
○資料収集、調べ方等について、事前に充分学
習するとともに、個人的な支援も行なっていく。

○理解力もあり、自然に対して関心も
高く、積極的に学習に向かってくれる
が、問題を自ら持って、解決していく
力が、今一歩である。主体的に考え、
仮説を持って実験、観察に取り組む
姿勢が課題である。

○自然に対しての関心・意欲をさらに高め、仮説
を自分なりに持ち、より主体的に学習に向かうよう
話し合いや考える時間を大切にしていく。

○体育が好きで、進んで運動しようと
する気持ちが見受けられる。。○技
能面では個人差が大きいが、苦手な
運動の際には、練習を重ねて上達し
ていこうとする意欲がある。

○今後も児童が楽しんで取り組んでいけるよう、
興味を引くような導入や、楽しさを継続させられる
ような授業展開を工夫する。○自分の体力を高め
るようめあてを立たせ、意識して運動に取り組ま
せる。○小さな上達も自分で確認できるように達
成カード等を活用するなどして、一人一人に自分
の技能の成長を自覚させ、達成感を十分に感じさ
せながら意欲を継続させる。

○苦手にしている児童が多いが、基
礎.・基本は比較的身に付いている。
しかしながら、支援が必要な児童もい
るので、さらなる定着を図る。○応用
問題や文章問題では、見通しをもっ
て考える力が苦手である。

○計算プリントを繰り返し行い、基礎・基本の徹底
を今以上に図る。支援が必要な児童には、正解す
る喜びを味わわせ、次につなげていく。○問題文
の読み取りを丁寧に行い、既習学習を使って問題
を解決できないのか考えさせるようにする。そし
て、図や表を活用して、問題を考えさせていく。

○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く
て、自由に発想できない児童もおり、
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。

○社会科は積極的に取り組む姿勢
が見られる。資料を読み取ったり、資
料を活用しながらまとめたり、イン
ターネットから情報を取ることができ
る。○朝のスピーチなどで、日常の
ニュース、新聞の記事に関心を持た
せている。

○資料やインターネットをただ写させるのではな
く、読み取った事柄を自分の言葉に置き換えるよ
うにし、新聞を利用して、資料の読み取り方・まと
め方を身に付けさせる。○朝のスピーチなどを活
用し、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。

○絵が苦手な子もいるが、全体的に
は、意欲的に学習に取り組めてい
る。工夫なども良くしている子も多く、
楽しみながら学習しているが、おしゃ
べりも多い。

○より集中して学習に取り組めるように声掛けを
していく。○いろんな材料を用いたり、その特徴が
味わえるように工夫していく。

○新出漢字の練習に加えて、既習漢
字を読んだり、書いたりすることが十
分ではない。○問われていることを書
くことは出来ても、言葉を使って表現
することが苦手な児童がいる。○書
かれたものを読んだりしながら、意味
を正しく受け取ることができる。

○漢字の習熟を図るために、ﾄﾞﾘﾙやテストを行っ
たり、読解をするときに既習漢字を使わせたりす
る。○相手や目的に応じて話したり聞いたりできる
ように、発表の機会を多くする。○図書室などの
本を積極的に活用し、まとまった分を読む時間を
設け聞きとったり、読んだりする力を伸ばしていく。

○興味関心はあり、やりたい気持ち
はあるのだが、持続させるのに援助
が必要な児童がいる。○リコーダー
のタンギングや、声、音の音色に気を
つけたり、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、自分の言葉で考えをまと
めるのに苦労する児童がいる。

○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。○全体の話し
合いの中で，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。

（第５学年）
現状と課題 改善策 現状と課題 改善策
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総合的な
学習の時

間

その他（外国語活動・道徳・特別活動等）
《外国語活動》○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》○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。
《特別活動等》○学級会等の話し合い活動の進め方を工夫するとともに、学校行事、委員会、クラブ活動等では、下級生をリードし、学校全体を考えながら行動できるようにする。

○調べたり、体験したりすることが好きで
意欲的に取り組む。さらに自ら課題解決を
することや、自分の考えをもつことに課題
が残る
○作物の観察記録をパソコンで作成する
ことができる。五感で感じたことを多面的
に観察し記録することもできている。

○通年で取り組める課題に対して、ただ調べてわ
かったことだけをまとめるのではなく、自分の考え
を表現できるように、友だちとの話し合いを通して
個別的に助言しながらすすめていく。また、自分
の考えを発表できる機会を多くもつようにする。

○自然に対する関心や意欲的な態
度を出して、学習に取り組んでいる。
集中力と仮説をもって実験観察に主
体的に取り組めるよう課題を残してい
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
を大切にしていく。

○どの領域に関してもほとんどの児童が
進んで運動をしている。特に表現運動で
は、下級生の見本となり、意欲的に取り組
んだ。○準備・片付けもみんなで協力して
出来ている。○さらに記録を伸ばすため
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できるように学習カードを活用し、
自分のめあてを明確にもたせる。また、良かった点・悪
かった点など反省カードに記入させ、次への課題をもた
せる。 ○
サッカーやバスケットボールなどのベースボール型の領
域では、グループで話し合い活動をしながら、お互いの
良い所、改善したほうがよいところを出し合い、チームを
吟味することを通して、思考・判断力を身に付けさせる。

○自分の考えを筋道を立てて表現す
ることが十分でない。（記述・発表）○
計算問題に意欲的に取り組むが、計
算力は個人差が大きい。

○具体物や半具体物を活用したり、図や表などに
表して考えたりする習慣をつけさせる。授業の中
でじっくり試行錯誤させて考える時間を確保してい
く。また、考えたことを発表する時間も設ける。○
計算プリント・ドリルなどを使用して基礎基本の定
着を図る。また、個人指導も常に行っていく。

○知識理解はできるが、しっかりと身
につき行動できるまでいかない。○
調理に対する意欲が高く、工夫して
いろいろな物を作ることができるが、
よく考えて作業出来ず，困る場面もあ
る。○縫い物においては、ミシン縫い
には意欲を持ち、自分たちで作業で
きるが、手縫いや編み物など、手作

○知識が、普段の生活に応用されるように，声を
掛けていく。
○調理では、計画から考えさせ、自主的に作業で
きる意欲と能力を養っていく。
○面倒なことをいやがる児童がいるが、一つ一つ
できたことを認め、積み上げていく達成感を味わ
わせたい。

○教科書、資料集、インターネットを
活用して調べ活動を進んで行う児童
が多いが、調べた事柄を多面的に考
え、それを表現する力が十分でない。
○知識・理解の定着が十分でない。

○調べ活動では、資料集やインターネットをただ写させ
るのではなく、自分の言葉でわかりやすくノートに書くよ
うに指導する。 また毎時間課題に対しての感想や考え
を書かせ、自分の考えの変容に気付かせる。○歴史新
聞を使ったり、調べたことを発表したりして、自分の考え
を表現できるようにする。○調べた事柄を話し合い活動
を通して吟味し、思考・判断力を身に付けさせるとともに
社会的意味に気付かせる。○単元ごとにまとめ方を工
夫し，知識の定着を図る。

○苦手意識をもっている児童が積極
的な姿勢を見せてくれている。絵など
小さく描いてしまうので、自信をもって
描ける様に課題が残る。

○それぞれすてきなすばらしいよい所があること
を授業のたびに話しかけ、よい面を互いに見合う
よう声掛けする。

○２２年度学力テストでは、漢字の読
み書きが全体的によく出来ていた。
○相手の目的、意図、場面や状況な
どに応じて、書くことが苦手な児童が
多い。（説明・あらすじ・理由などを書
く記述の問題）○相手にわかりやすく
発表する力が十分でない。

○引き続き、毎朝、既習の漢字テストを行い、間違った漢字は練習させる。
また、ノートや作文では、習った漢字は必ず使うなど、日常的に書くようにさ
せる。また、毎日日記を書かせる。（テーマは自由）○「考えを伝えあって深
めよう」の単元では、パネルディスカッションを行ったり、朝の新聞スピーチを
充実させたりして、表現力を身に付けさせる。○文集「山の子」の作成では、
構成や書き表し方を工夫して書けるように、構成表をしっかり作らせてから
書かせるようにする。また、友だちの文章を読み合い、推敲したり、感想を
述べたりして思考・判断力を身に付けさせる。

○知識理解は、身につけられる。
○他者への表現が、堂々と思い切り
できない面があり、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，言葉に出来ない子
がいる。

○知識を整理し，表現力につながるようにしてい
く。
○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ていく。
○暖かい雰囲気で授業を進め、音に親しむ楽しさ
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

教科等の現状と課題及び授業の改善点 （第６学年）
現状と課題 改善策 現状と課題 改善策
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