
令和２年度授業改善プラン                     中野区立中野第一小学校 

１  全体計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校の教育目標 

・考える子 ・思いやりのある子 ・元気な子 

令和２年度学校経営方針 

児童の実態に基づいて指導方法を工夫改善した授業と評価規準・評価計画による適正な評価・

評定を実施し、個に応じた指導や補充学習、少人数・習熟度別指導等を通して、基礎的・基本的

な内容の確実な定着を図る。 

本校の捉える「確かな学力」 

○基礎的・基本的な学力を確実に身に付け、習得した知識・技能を活用できる。 

○学習習慣を確立し、主体的な学び方を身に付けている。 

令和２年度の指導の重点 

＜各教科＞                    ＜総合的な学習の時間＞ 

・言語活動や課題解決学習、体験的な学習の充実   ・オリンピック・パラリンピック教育等を通して 

により、思考力・判断力・表現力を育成し、活    異文化を理解するとともに、世界と対等に付き 

用する力を身に付けさせる。            合える思考力・判断力・表現力を育成する。 

・基礎的・基本的な知識・技能の定着を図る。    ・カリキュラム・マネジメントにより各教科及び 

・図書とタブレットを活用した調べ学習を推進し、   領域との関連を図った活動を計画的に実施する。 

主体的な学び方を身に付けさせる。        ・課題設定、問題解決の能力、表現力、コミュニ 

・フラッグフットボール、縄跳び、持久走によっ    ケーション能力、自己を見つめ直す力を育てる。 

て体力の向上を図る。              ＜生活指導＞ 

＜道徳＞                     ・個々の良さを生かし、活躍の場を与える指導を 

・道徳の時間を核とし、全教育活動を通して生命    行うことで、自己肯定感、自己有用感を育む。 

や人権等を尊重する態度を育成する。       ・いじめなどを許さない人権感覚を育成する。 

＜特別活動＞                   ＜進路指導＞ 

・縦割り活動・代表委員会活動など自治活動を通   ・キャリアパスポートを活用したキャリア教育の 

して、違いを認める寛容性や、自己の役割・有    推進や上級学校の授業体験を通して、自己の生 

用感を養う。                   き方を考える力を育み、自己実現を促す。 

授業改善の視点 

指導内容・指導方
法の工夫 

・児童理解に基づいた

指導方法を工夫改善
した授業を進め、思考
力・判断力・表現力の

育成を図る。 

・教材を工夫し、児童が
主体的に学ぶ時間を

確保する。 

・習熟度別の少人数指
導による課題解決型

の授業を展開し、学力
の定着を図る。 

教育課程編成上
の工夫 

・朝の学級指導の時間

を活用し、個別指導
を行う。 

・朝読書の実施や学校

図書館の活用を通し
て読書活動を推進す
る。 

・東京ベーシックドリ
ルの活用や放課後学
習教室等による補充

学習を推進し、学習
内容の定着を図る。 

評価の工夫 
 

・教科ごとの全体計画
や評価規準を整備
し、指導と評価の一

体化を図る。 

・児童の授業内でのふ
りかえり及び教師

の授業評価を実施
する。 

家庭・地域との連携
の工夫 

・家庭学習の手引きを
作成し、家庭と協働し

て主体的な学習習慣
の定着を図る。 

・学校の取組の内容な

どを家庭、地域へ発信
し、社会に開かれた教
育課程を確立する。 

・保護者、地域の人的・
物的資源を活用する。 

校内研究・研修
の工夫 

・学習の目的をはっき
りさせ、主体的・対話

的な学習を進めるこ
とで、自己実現やコミ
ュニケーションの楽

しさを実感できるよ
うに促す。 

・外国語活動や外国語

の学習を通して、言語
や文化に対する理解
を深め、豊かな国際感

覚を養う。 

学力向上に向けた任期付短時間勤務教員の活用 
・習熟度別少人数指導の際にチーム・ティーチングによる指導を行い、個に応じた指導を充実させる。 

・任期付短時間勤務教員を中心に、放課後学習教室を週４日実施し、基礎的・基本的学力の定着を図る。 

ＡＬＴの活用の工夫 
・外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しませ、生きて働く英語力の育成を図る。 

・自分の考えを外国語で発信し、伝え合う機会を通して、コミュニケーション能力の向上を図る。 



２ 各教科における授業改善プラン 

（１）国語科 

国語科の重点 

○学校図書館指導員と連携し、国語科の学習と連動させた読書活動を行う。幅広い分野の本と接し、読書

を通して考えを広げたり深めたりしながら言語能力を向上させ、読書活動の充実を図る。また、学校図

書館の活用計画を基に調べ学習を実施する。 

○書く力を高めるために、目的や相手意識をもたせた単元計画を行い、児童が主体的に書くことに取り組

める学習活動を展開する。 

○話す・聞く力を高めるために、目的や相手意識をもたせ、伝えたい内容を明確にした単元計画を行う。

また、順序立てて話したり、大事な事柄を落とさずに聞いたりするなど、各学年での学習内容が着実に

身に付けられるように工夫をする。 

 

現状分析（成果と課題） 授業改善プラン 

分析内容 指導上の課題  改善案 

１
年 

○相手意識をもって、順序立て
て話すことができる児童が
少ない。 

 

○書くことに苦手意識をもっ
ている児童がいる。 

 

○読書や読み聞かせを通して
読書活動を楽しんでいる。 

○話形を提示しているが、決まっ
た表現方法しか定着できてい
ない。 

 

○目的や相手意識をもたせるた
めの動機付け。 

 

○たくさんの分野の本に触れる
工夫。 

 ○提示する話形を増やし、様々な表現方
法を活用する機会を増やす。 

 

 

○目的や相手意識をもたせる課題に取り
組むための単元計画を作成する。 

 

○学習単元に合わせた読書コーナーを設
置し、意図的に多種の分野の本と触れ
合う場を設定する。 また、年間読書数
１００冊を目標とし、読書活動の充実
を図る。 

２
年 

○読書活動を好む児童が多い。
計画的に学校図書館を活用
しているが、自主的に調べる
方法として図書を使用する
児童は少ない。 

 

○書く力については、差が大き
い。誤字脱字、助詞の使い方、
句読点など文章の決まりが
身に付いていない児童もい
る。 

 

○表現の力が乏しく語彙が少
ないため、状況に合わせた言
葉が使えない。 

 

○「話すこと」が好きな児童は
多いが、順序立てて話そうと
する意識が少ない。 

 

○「聞くこと」については、大
事なことを落とさずに聞く
ことができない児童もいる。 

○様々な分野の本に触れる工夫。 

 

 

 

 

 

○助詞や句読点など、正しい文章
で書けたかを見直す習慣の定
着。 

○相手意識をもたせ、課題を明確
にした書く活動の工夫。 

 

○語彙や表現の方法の定着。 

 

 

 

○相手を意識して話したり聞い
たりする力の定着。 

 

 
○単元に沿って計画的に学校図書館を利
用したり、中野の１００冊を紹介した
りして、様々な本にふれ合う機会を設
定する。 

 

 

○見直しの観点を視覚的に示したり、ペ
ア学習を通して、書いた文章を見合う
時間の設定をしたりする。 

○相手意識・目的意識を明確にもたせ、順
序や内容を吟味させる。 

 

○良い表現を全員で共有したり、複数の
表現方法を示したりすることで、語彙
や表現の幅を広げる指導をする。 

 

○話形を教室に掲示することで、順序立
てて話す習慣を定着させる。 

 

 

○相手が何を伝えたいのかを考えながら
聞くよう声を掛けたり、聞く際の視点
を示したりする。 

３
年 

○国語単元の課題や、他教科の
まとめにおいて「書く力」が
弱い。物事を順序立て、整理
して作文することや、書き言
葉と話し言葉を区別して文
章に記すことに課題がある。 

 

○自分の考えを的確な表現で順
序立てて話すことに苦手意識
をもっている児童もいる。 

○文作りの基本を押さえ、その都
度、指導する時間の設定。 

 

 

 

 

 

○文章や友達の意見を参考にし 
て、自分の考えや思いを表現で
きるような指導方法の工夫。 

 ○読書感想文や説明文などを書く単元を
活用し、文章の組み立てを考えるため
の作文の型などを用いて書き方に慣れ
るようにする。 

 

 

 

○交流の時間を多く取り入れ、友達の表
現から学び、自分の考えをもてるよう
にする。 
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４
年 

○読書の状況に個人差がある。
読書の分野が狭く、物語のみ
を読む児童が多い。 

 

 

 

 

○書くことの技能差がある。文
章構成や段落相互の関係に
注意して自分の考えを書く
ことに課題がある。 

 

○話したり聞いたりする活動
に意欲的ではあるが、知識・
技能として積み重なってい
ない児童がいる。 

○学校図書館を活用した指導の
工夫。 

 

 

 

 

 

○構成を考えてから書く活動の
設定。 

 

 

 

○話すこと・聞くことの知識・技
能を定着させる工夫。 

 
○国語科のみにとどまらず、各教科の学
習において学校図書館を活用し、様々
な分野の本に触れられるようにする。 

○単元ごとに、読ませたい本を紹介した
り読み聞かせたりして、本に触れる機
会を意図的に設定する。 

 

○「書くこと」単元の学習において、構成
を考えたり、考えを持たせたりする活
動に十分時間をとる。 

 

 

○毎時間の始まりにペアトークを取り入
れるなど、日常的に学習した知識・技能
を実感させ、確実に身に付けられるよ
う場面を設定する。 

５
年 

○要点を捉えながら聞くこと
が苦手な児童が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○自分の考えを文章に表現す
ることが苦手な児童が多い。 

 

 

 

 

○文字が雑で、繰り返し練習し
たり辞典で調べたりするな
どの学習習慣が身に付いて
いない児童がいる。 

 

○読書が好きな児童が多い。 

○話の内容を注意深く聞き、話の
要点を理解できるような聞く
ことの指導の工夫。 

○メモの取り方の指導。 
 
 
 
 
 
 
 
○書くことへの意欲を高める指
導方法の工夫。 

○文章構成を意識して文章を書
かせる工夫。 

 
 
○課題等を「済ませる」のではな
く、丁寧に考え取り組む習慣を
身に付けさせる指導。 

 
 
○調べ学習で、様々な分野の本を
活用した取り組みの工夫。 

 
○話合い活動を多く取り入れ、友達の考
えをよく聞き、何を伝えようとしてい
るのか考えられるようにする。 

○メモの取り方を指導し、話合い活動の
際に伝えたいことの中心を意識してメ
モをとるようにする。 

○自分の伝えたいことと事実を分けたス
ピーチを日常的に行い、事実と意見を
分けながら話したり、聞いたりできる
ようにする。 

 
○文章を書く際は、ワークシートを用い
て構成メモを作らせるなど、事前の準
備を丁寧に行う。 

 

 

 

○漢字のテスト、ノート指導等で丁寧に
書くことを重点に指導を行う。また、辞
典で調べる機会を意図的に取り入れ習
慣化させる。 

 

○様々な教科で調べ学習を実施し、幅広
い分野の本と接する機会を作る。 

６
年 

〇自分の立場や意図をはっき
りさせながら計画的に話し
合えない児童が多い。 

 

 

 

○説明文の内容を読み取り、他
の例に当てはめて考えるこ
とができない児童が多い。 

 

 

○内容を正しく読み取り、適切
に文章に表すことができな
い児童が多い。 

○意見と考えを区別して書く
のは得意な児童が多い。 

○考えや意見を出し合う場が少
ない。また、主体的に考える授
業展開の工夫。 

 

 

 

○説明文の論理的な文章構成の
良さに気付く指導。 

 

 

 

○文章を書くだけでなく読み直
しをしたり、より適切な表現に
直したり推敲する時間の確保。 

 
○ペアや班など、形態を工夫して自分の
考えをできる限り表現し、発信できる
場を確保する。更に「表現して良かっ
た」と感じられる経験を増やす。自分の
考えをまとめる時間を確保する。 

 

○説明文の中の筆者の考えを読み取るだ
けでなく、説得力のある文章構成につ
いて考えたり、自ら文章を書いたりす
る。 

 

○どのような目的や意図で文章を書くの
か明確にし、構成を考えてから書くよ
うに指導する。また、書いた後に必ず推
敲させる。推敲した内容をクラスで共
有する時間を設ける。 
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（２）社会科 

社会科の重点 

○課題に対する自分の考えをまとめる活動を設定し、思考力、判断力、表現力の変容をみとる。 

○地図や表・グラフなどの資料を読み取る基礎的な技能を付け、主体的な調べ学習を促す。 

○授業の導入時に、地図などを活用した簡単なゲーム（例：地名当てゲーム）やクイズ、実物などを取り入

れ、児童の興味・関心の向上や知識・理解の定着を図る。 

○地域にある施設や人材を活用し、観察・調査・見学など体験的活動の充実を図る。 

 

現状分析（成果と課題） 授業改善プラン 

分析内容 指導上の課題  改善案 

３
年 

○課題について調べたり、地図
記号を覚えたりするのに意欲
的な児童が多い。 

 

○地図や写真、文章資料の読み
取りにまだ慣れていない。 

 

 

 

 

○調べたことをまとめたり、社
会的事象について自分なりに
考え言葉で表したりする力が
十分とは言えない。 

 

 

 

 

○資料の見方や活用の仕方につ
いての指導と練習。 

 

 

 

 

○調べてわかったことのまとめ
方や自分なりの考えの表し方
の話形や手本を提示しての活
動と指導。 

 
 

 

 

 

○身近な生活経験と結び付けながら、様々
な資料や地図を読み取る機会を増やす。 

○資料を見るときの視点を具体的に示し
たり、調べたことの根拠を明らかにした
りする活動を行う。 

 

○まとめ方のポイントを具体的に指導し
たり、他の児童の良い作品例を紹介した
りして工夫させる。 

○調べたりまとめたりしたことを交流す
る活動を取り入れ、お互いの考えや手法
を参考にしながら表現する力を高める。 

４
年 

○課題に対して積極的、意欲的
に取り組む児童が多い。 

 

○資料（地図やグラフ、表）の
読み取りが苦手で、自分の考
えや課題を見出せない児童も
いる。 

 

 

 

 

○課題解決に向けて必要な情報
を選んだり、調べた情報をま
とめたりすることができない
児童がいる。 

 

 

 

○資料の読み取りや活用の仕方
についての指導。 

 

 

○資料を基に自分の考えをもつ
為の指導。 

 

 

○課題を解決するために、求め
られる資料選びや情報を整理
する指導。 

 
 

 

 

○身近な社会的事象と生活体験を結び付
けながら、考える機会を増やし、自分事
として課題を捉えられるようする。 

 

○資料の読み取りの視点を具体的に示し、
必要な情報を整理して、自分の考えがも
てるようにする。 

 

○課題を明らかにし、課題と関連する資料
を選択させ、考えの根拠を明確にする指
導をする。 

○調べたことを交流する活動を取り入れ、
情報やまとめ方を参考にできるように
する。 

５
年 

○積極的、意欲的に取り組む児
童が多い。 

 

○資料から考えられることや自
分なりの考えを表現すること
に苦手意識をもっている児童
がいる。 

 

 

 

○調べる時、教科書や資料集、イ
ンターネットなどのデータか
ら必要な資料を読み取る指
導。 

 

○資料から単純な数値等を読み
取るだけでなく、比較したり
総合したりして、推測される
ことや考えられることを自分
なりに表現する授業展開の工
夫。 

 
 

 

○調べ方やまとめ方の指導は、例を見せな
がら指導する。自分の言葉で整理する機
会を意図的に設けていくようにする。 

 

 

○資料の提示のしかたを工夫する。１つの
資料をじっくり見たり、複数の資料から
読み取ったりするような学習場面を多
くする。資料から考えられることがらに
ついてはグループで情報交換をする機
会をもつ。 
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６
年 

○積極的、意欲的に取り組む児
童が多い。 

○学習内容と社会的事象の理解
に意欲的な児童が多い。 

 

 

 

 

 

○資料通りのことは読み取れる
が、そこから歴史的事象の意
味について推測したり予想し
たりすることが苦手な児童も
いる。 

 

 

○学習を振り返り、社会的事象
の定着を図る時間の確保。 

 

 

 

 

 

○資料の活用の仕方、多面的・多
角的な考え方など、見方・考え
方の指導。 

 
 

 

○毎時間の学習をまとめる際に、その時間
のおさえておくべきキーワードを児童
と共に確認する。 

○視聴覚教材を活用し、視覚に訴えること
で、人物や歴史的事象の理解をしやすく
する。 

 

○限定的な資料や複数の資料から読み取
るような学習場面を多くする。 

○多角的な見方ができるように、読み取っ
た内容について情報交換する時間を確
保し、共通点やまとめを考えられるよう
にする。 
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（３）算数科 

算数科の重点 

○活用力を育成する問題解決的な学習を取り入れ、自力解決・学び合いの時間を確保し、思考力、判断力、表現

力を培う。 

○１時間の授業のねらいを明確にし、身に付けさせたい力を焦点化する。また、めあてを児童自ら意識で

きるよう授業を構成する。 

○具体物を操作するなど作業的・体験的な活動を通して、数量を感覚的につかめるようにする。 

○図や表、絵などに視覚化したり、きまりを見付けたりする活動を行い、自力解決する力を向上させる。 

○少人数学習集団の習熟度別で学習することによって、一人一人のペースに合った学習を行い、成功感・

達成感等を与える。 

○東京ベーシック・ドリルを活用して基礎学力の定着を図る。習熟が必要なクラスでは必要に応じて前年

度の復習を、また上位クラスでは、発展問題を取り入れ学力向上を図る。 

○ICT 機器を導入し、意見交流や図解などに活用することで学びを深め、数学的な見方を強化する。 

○計画的な板書、ノート指導など、学びの過程がわかるよう工夫をする。 

 

現状分析（成果と課題） 授業改善プラン 

分析内容 指導上の課題  改善案 

１
年 

○学習に楽しく意欲的に取り組
む児童が多い。 

 
○計算はできるが、文章題の意
味理解ができていない児童が
いる。 

 

○自分の考えを相手に伝わるよ
うに表現することが難しい。 

 
 
 
○計算の意味や、文章題の解き
方を考える時間の確保。 

 
 
○自分の意見を発表したり交流
したりする時間の確保。 

  
 
 
○具体物を見せたり、半具体物の操作活動
をさせたりすることで、意味理解を深め
させる。 

 
○ICT 機器を導入し意見交流や図解など
に活用する。 

２
年 

○計算の学習で繰り上がりや繰
り下がりの計算に時間のかか
る児童がいる。 

 
 
 
○長さ、水のかさ、時間といっ
た単位を使って表すことに苦
手意識がある児童がいる。 

 
○文章題で、何について答えれ
ばいいかわからない児童がい
る。 

 
○自分の考えをもてない児童が
いる。 

 
 
 
○間違いをそのままにしてしま
う児童がいる。 

○計算力の向上を図る時間の確
保。 

 
 
 
 
○単位換算の定着を図る時間の
確保。 

 
 
○問題の意味を整理し、理解を
図る指導の工夫。 

 
 
○ノート指導の工夫。 
 
 
 
 
○間違えた問題を見直し、再度
取り組む時間の確保。 

 
○朝学習の時間にベーシック・ドリルを活
用する。 

○フラッシュカードを活用し、授業の最初
に３０問の計算問題に取り組み、習熟を
図る。 

 
○日常生活の中に関連付けて繰り返し指
導する。計測前に予想する活動を大切に
指導する。 

 
○キーワードや数字にアンダーラインを
引いて問題を解く習慣を定着させる。 

 
 
○自分の考えを書く時間の確保をすると
ともに、分からなかった場合は、正しい
解答や友達の考えを書くように指導す
る。 

 
○見直しの方法を定着させるために、繰り
返し声を掛けたり、視覚的に方法を提示
したりする指導を行う。 

３
年 

○基礎力はあるが活用して課題
を解決する力が弱い。 

 
 
 
○量と測定の領域が苦手な児童
が多く見られる。 

 

 

○既習の学習を生かして自力解
決していくことができる授業
展開の工夫。 

 
 
○量と測定など苦手な領域に関
する習熟時間の十分な確保。 

 

 

 ○問題解決的な授業展開を取り入れる。ま
た、具体物を用いたり、図に表したりす
る活動を取り入れ、実感的に理解できる
ようにする。 

 
○学習の最初の５分間や朝学習で、定着が
不十分な領域を中心に東京ベーシッ
ク・ドリルを活用して繰り返し指導を
行う。 
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○文章題の立式や考え方の説明
が苦手な児童が多く見られ
る。 

○自分の考えを書き表したり、
伝えたりすることに慣れさせ
る指導の工夫。 

○問題→自力解決という問題解決的な流
れで授業を展開し、自分の考えを書くこ
とに慣れさせる。 

○授業の中で言葉、数、式、図を用いて考
えを表現し、伝え合う場を多く設定す
る。 

４
年 

○計算の技能の個人差が大き
く、九九が苦手な児童もいる。 

 
○三角定規やコンパスで平行な
線を引いたり、作図をしたり
することが苦手な児童が見ら
れる。 

 
○場面の式を図や□の式として
捉えることが苦手な児童が多
い。 

○前年度までの復習や習熟の時
間の確保。 

 
○道具を使って作図をする時間
の確保。 

 
 
 
○文章を図や□の式に置き換え
て整理する指導の工夫。 

 
○学習の最初の５分間や朝学習で、計算問
題に取り組み、習熟を図る。 

 
○道具の使い方を丁寧に確認しながら、作
図の問題を何度も行い、習熟を図る。 

○図のかき方や取り掛かりのポイントを
押さえ、表現しあう時間を確保する。 

 
○具体物を用いたり、操作活動を多くした
りして実感を伴った理解ができるよう
にする。 

５
年 

○東京ベーシック・ドリルの結
果から、小数のわり算の計算
ミスや概数、小数点の位置の
間違いなどのミスをする児童
が多い。 

 
○図形の領域では、複合図形の
面積の求め方、正しく角度を
求めることが苦手な児童が多
い。 

○垂直と平行、さらにそれらを
面でとらえることが苦手な児
童が多い。 

 
○教科書の問題に物足りなさを
感じている児童もいる。 

○計算を丁寧に行う指導。 
 
 
 
 
 
○基本図形の組み合わせで複合
図形が成り立っていることを
理解する力をつける指導。 

 
○分度器を正しく当て作図をす
る練習時間の確保。 

 
 
○個に応じた、また生活に生か
せる教材教具の開発。 

 
○算数学習の進め方を統一し、ノートのか
き方などの指導を徹底する。 

○日常的に見直しを行うよう指導を繰り
返し行う。 

 
 
○道具の使い方を丁寧に確認しながら、正
確な作図ができるよう練習問題を繰り
返し行う。 

 
○自分の考えを図や数直線、式などでか
き、解決方法を説明する問題解決的な授
業展開を行っていく。 

 
○進度に合った、また生活に生かせる教材
教具を作成し、授業で取り入れていく。 

６
年 

○学習の定着度が大きく二極化
している。 

 
○問題を解くときに、考え方の
説明が苦手な児童が多く見ら
れる。 

○計算の定着や既習の学習内容
を習熟する時間の確保。 

 
○授業を通して児童に、「思考
力、判断力、表現力等」を身に
付けさせる授業展開の工夫。 

 
○学習の最初の５分間や朝学習で、練習プ
リントを行い、習熟を図る。 

 
○問題から分かっていることや解決に利
用できそうな既習事項を確認し、自分の
考えをしっかりともつ時間を確保する。
また、ペア学習、グループ学習の時間を
十分に設定し、対話を通して「思考力、
判断力、表現力等」を育む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【習熟度別少人数指導の充実に向けて】 

習熟度別少人数指導の充実及び任期付短時間勤務教員活用の工夫 

・ノート指導や授業展開の流れを校内で統一し、共通理解して指導に当たることで、どの習熟度別コ

ースになってもスムーズに同質の学習が進められるようにする。 

・習熟度別少人数指導の際にチーム・ティーチングによる指導を行い、個に応じた指導を充実させる。 

・習熟度に応じた課題を用意し、思考力、判断力、表現力を培うとともに、学習に対する成功感・達

成感等を味わえるようにする。 

・任期付短時間勤務教員を中心に、放課後学習教室を実施し、基礎的・基本的学力の定着を図る。 
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（４）理科 

理科の重点 

○授業の導入時に児童が問題を見い出しやすいように工夫をし、既習内容や生活経験を基にして予想を立

て、観察や実験を通して検証や追究ができるようにする。 

○実験・観察時に達成感、成功感を味わうことができるよう、随時問題に立ち返り、ねらいや方法、留意点

を明らかにする。 

○全員が主体的に活動することができるように、グループ全員で役割分担をしたり、ペアやグループで一

人一人の考えを共有化したりする。 

○観察や実験の記録や結果を、相手に分かりやすいように書いたり話したりできるノート作りをする。 

○実験や観察の結果を表やグラフ、カード、レポート等にまとめさせる指導を行う。 

○予想・実験・結果・考察の順序を踏んで理論的に考えられるようにする。図表やグラフなどの資料から

必要な情報を探し、活用して考えをまとめるようにする。 

 

現状分析（成果と課題） 授業改善プラン 

分析内容 指導上の課題  改善案 

３
年 

○予想を立てたり、観察・実
験をしたりすることに意
欲的な児童が多い。 

 
○気付きや疑問から問題を
作り出すことができる児
童が少ない。 

 
 
 
○設定した問題に正対し、考
えを導くことが苦手な児
童がいる。 

 
 
 
 
○児童の疑問や発見から始
まる問題解決型の授業展
開。 

 
 
 
○学習問題を正しく理解し、
考えを表現する指導の工
夫。 

  
 
 
 
○一人一人の事象との出会いが豊か
になるよう準備し、疑問を出させる
ことを大切にする。 

○実験や観察の結果を表やカードを
使ってまとめさせる。 

 
○解決すべき問題は何であったのか
を振り返らせ、視点を絞って考えさ
せたり、話形を示しながら表現させ
たりする。 

４
年 

○観察・実験に意欲的に取り
組み、問題解決型の学習過
程が身に付いている児童
が多い。 

 
○問題に対する思考が深ま
らないことがある。 

 
 
○予想を発想できる児童は
多いが、根拠を表現できる
児童が少ない。 

○児童の疑問や発見から始
まる問題解決型の授業展
開。 

 
 
○思考を整理したり、深めた
りして表現する指導の工
夫。 

 
○自然の事物・現象の変化の
要因を既習事項や経験と
関係付けて表現できるよ
うにする指導の工夫。 

 
○事象提示の工夫をし、児童の疑問や
発見を促す。 

 
 
 
○問題に立ち返る指導を繰り返し、考
える視点を明確化する。 

 
 
○既習内容の掲示をしたり、自然事象
や物質へのイメージを整理したり
することにより、現象と要因を関係
付けて考えられるようにする。 

５
年 

○自然に親しみ、大切にしよ
うとする態度が身に付い
ている。 

○観察・実験だけでなく、言
語活動にも意欲的に取り
組んでいる。 

 
○観察・実験を通して分かっ
たことを上手く伝えるこ
とが出来ない児童が多い。 

 
 
 
 

 
 
 
○児童が主体となって活動
を決定できる授業展開。 

 
 
○科学的な考え方の意識化、
自覚化を促す指導の工夫。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
○「条件制御」の考え方を確実に指導
し、児童が様々な解決方法を発想で
きるようにする。 

 
○児童の記述や発言を適切に評価し、
「比較する」「関係付ける」といっ
た考え方を児童が意識できるよう
にする。 
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○対話を通して、集団として
問題解決しようとする意
識が薄い。 

 
○児童が自分の言葉で活動
を振り返り、問題解決でき
る指導の工夫。 

 
○全ての児童が自分の考え
を表現できる機会の設定。 

 
○考察する際の話形を提示し、児童が
自分の考えをもてるようにする。 

 
 
○思考を深めるため、ペア、グループ
で対話する時間を多く設定する。 

６
年 

○観察・実験に意欲的であ
り、グループで対話をしな
がら取り組むことができ
る。 

 
○主体的に問題解決しよう
とする児童が多い。 

 
 
 
○実験結果や観察した事象
から考察し、結論付けてい
こうとする態度が身に付
いていない。 

 
 
 
 
○知識を結び付けたり、生活
と関係付けて考えたりし
ようとする態度が身に付
いていない。 

 
 
 
 
 
○児童が主体となって活動
を決定したり、対話をしたり
する活動を多く取り入れる
授業展開の工夫。 
 
○「比較」「関係付け」などの
考え方を身に付けさせる
指導と、表現する機会の設
定。 

 
 
 
 
○学習を身近な生活と結び
付けて考えさせる指導法
の工夫。 

 
 
 
 
 
 
○問題解決の流れを確認し、対話を通
して学習活動を児童が設定できる
ようにする。 

 
 
○言語活動の際に、必要な考え方を指
導して、児童が思考できるようにす
る。また、記述や対話など、自分の
考えを表現するための活動時間を
十分に設定する。 

○視点を明らかにして、学習の振り返
りを毎時間行う。 

 
○概念地図法を用いて、知識を関係付
けて考えられるようにする。 
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（５）生活科 

生活科の重点 

○諸感覚を使う自然体験や身近な人々との交流などを通し、児童が自ら楽しさや気付きを得られる場を設

定する。（知識及び技能の基礎） 

○活動や体験を通して、「見付ける、比べる、たとえる」などの学習活動を行いながら、自分自身や自分の

生活について分析的に考えられるようにする。（思考力・判断力・表現力の基礎） 

○活動や体験を通して、「試す、見通す、工夫する」などの学習活動を行いながら、気付いたことなどにつ

いて創造的に考えられるようにする。（思考力・判断力・表現力の基礎） 

○一人一人の気付きなどを表現・交流・共有することで、新たな気付きが生まれたり様々な気付きが関連

付けられたりするような学習活動を行う。（思考力・判断力・表現力の基礎） 

 

現状分析（成果と課題） 授業改善プラン 

分析内容 指導上の課題  改善案 

１
年 

○活動自体を楽しいと感じ、
自然の特徴や良さについ
て気付く児童が多い。 

 
○考えたことや楽しかった
ことを表現することに苦
手意識をもっている児童
がいる。 

 
○思いや願いをもって「何を
するのか」を考えることが
できるが、「どのようにす
るのか」を考えることが苦
手な児童が多い。 

 
 
 
 
○考えたことや楽しかった
ことを共有し合う活動の
工夫。 

 
 
○思考力を高められるよう
な学習活動の工夫。 

 
 
 

 
 
 
 
 
○考えたことや楽しかったことを言
葉、絵、動作、劇化など様々な方法
で伝え合ったり振り返ったりする
活動を行う。 

 
○自分自身や自分の生活について分
析的に考えられるよう「見付ける、
比べる、たとえる」などの学習活動
を行う。 

○気付いたことなどについて創造的
に考えられるよう「試す、見通す、
工夫する」などの学習活動を行う。 

２
年 

○野菜作りでは、観察や世話
に、意欲的に取り組み、収
穫を楽しもうとしている
児童が多い。 

 
○観察は、意欲的に行うこと
ができる。自分の生活経験
と比べる視点で見ること
ができない児童もいる。 

 
 
 
 
 
○観察活動の進め方の定着。 
 
 
 
 
 
○自分の生活経験とつなげ
る活動の工夫。 

 
 
 
 
 
 
○活動のめあてや気付きの観点を明
確にする。 

○発表の場を設定し、互いの気付きを
共有することで様々な見方や捉え
方があることに気付かせる。 

 
○クイズ形式などを用いて既習の学
習や経験を思い出しながら学習で
きる導入の工夫を行う。 
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（６）音楽科 

音楽科の重点 

○曲想と音楽の構造などとの関わりについて理解し、表したい音楽表現に必要な技能を身に付けるように

する。 

○音楽表現を工夫することや、音楽を味わって聴くことができるようにする。 

○音楽活動の楽しさを体験することを通して、音楽を愛好する心情と音楽に対する感性を育み、音楽に親

しむ態度を養い、豊かな情操を養う。 

 

現状分析（成果と課題） 授業改善プラン 

分析内容 指導上の課題  改善案 

１
年 

○音楽に合わせて、リズム打
ちや身体表現に取り組む
ことができる。 

 
 
 
○曲の間奏の間、拍子とは関
係なく体や手が動く。 

○自らすすんでリズム打ち
や身体表現を取り入れた
授業展開を工夫する。 

 
 
 
○間奏の間も歌う時と同じ
曲の大切な一部であるこ
とを理解させる指導を工
夫する。 

 
○児童の実態にあった教材や教具を
用意する。 

○音階を身体で表現したり、リズム遊
びを取り入れたりして楽しみなが
ら学習に取り組めるようにする。 

 
○間奏の前に教員が言葉かけをし、歌
う姿勢を保てるようにする。 

２
年 

○歌唱にすすんで取り組む
ことができる。 

 
 
○鍵盤ハーモニカや木琴な
どの楽器の技能の差があ
る。 

○表情豊かに歌う良さや表
現する大切さを伝える指
導を工夫する。 

 
○今年度は鍵盤ハーモニカ
の開始時期が遅れた。 

 

 
○映像や見本を見て、違いや良さに気
付かせる時間を確保し、表現するこ
との良さを体験させる。 

 
○定着するまで、昨年度まで学習した
基礎的な学習を振り返る時間を導
入で取り入れ、楽器に取り組むよう
にする。運指や鍵盤の位置を確認さ
せる授業展開をする。 

３
年 

○リコーダーの学習に苦手
意識をもち、すすんで取り
組むことができない児童
がいる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
○演奏を聴いて感じたこと
や気付いたことなど感想
を伝えることが苦手な児
童がいる。 

○リコーダーの音色の魅力
を実感させる時間を確保
する。 

 
 
 
○個人練習や個別指導を取
り入れた授業展開を工夫
する。 

 
 
 
 
○気付いて欲しいことや内
容を引き出すような発問
の工夫。 

 
○教員が実際に演奏したり、映像を見
せたりする。リコーダーの基礎の定
着のために、楽しんで取り組める練
習を取り入れ、児童がすすんで取り
組めるようにする。 

 
○達成感が味わえるように、カードな
どを活用した学習ができるように
する。 

○毎回の授業でリコーダーの学習を
取り入れるような授業展開を行い、
基礎が定着するようにする。 

 
○児童の実態に合った、音源や映像を
見付け、語彙力の乏しい場合には、
提示をするなどして児童自ら伝え
られるようにしていく。また、発表
する場を設定するようにする。 
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４
年 

○歌唱に意欲的に取り組ん
でいるが、鑑賞は、苦手意
識が高い。 

 
 
○打楽器の基本的な奏法が
身についていない。 

 
○リコーダーの運指やタン
ギングなど基本的な技能
に差がある 

○音源や映像など教材研究
や発問の工夫。 

 
 
 
○打楽器を扱う時間の確保。 
 
 
○個人練習や個別指導を取
り入れた授業展開の工夫。 

 
○語彙が乏しいので、表現する言葉を
集めた表を配布し、発言や発表がで
きる場の設定を多くつくる。 

 
○打楽器に多く触れる時間を確保し
ながら、基本的な奏法を習得させ
る。 

 
○新しい運指を確認する時に、他の指
使いも一緒に基本練習としてふり
かえりの時間を確保するようにす
る。 

５
年 

○合奏・合唱に対する意欲を
もち取り組んでいる。 

 
 
○リコーダーの運指や演奏
の技能に差がある。 
 
 
 
 
○打楽器の基本的な奏法が
身についていない。 

○合わせて演奏する楽しさ
を実感できるような授業
展開の工夫。 

 
○個人練習や個別指導を取
り入れた授業展開の工夫。 

 
 
 
 
○打楽器を取り入れた教材
の精選と時間の確保。 

 
○発問の仕方の工夫や魅力的な音源
を探し、聴くことの楽しさを味わえ
るように工夫する。 

 
○運指が苦手な児童に運指表を配布
し、リコーダーの学習の際にすぐに
確認できるようにする。また、個別
に学習する時間を確保できるよう
にする。 

 
○打楽器を扱う題材では、基礎的な奏
法を学習できるように時間を確保
しながら、小グループで教え合うな
どして学び合う場の設定をする。 

６
年 

○合奏・合唱に対する意欲を
もち取り組んでいる。 

 
 
○リコーダーの運指や演奏
の技能に差がある。 

 
 
 
 
○打楽器の基本的な奏法が
身についていない。 

○選曲の偏りがあるので、教
材の精選を行う。 

 
 
○個人練習や個別指導を取
り入れた授業展開の工夫。 

 
 
 
 
○打楽器を取り入れた教材
の精選と時間の確保。 

 
○児童の実態に応じた選曲を行い、興
味をもって取り組めるように指導
方法を工夫する。 

 
○運指が苦手な児童に運指表を配布
し、リコーダーの学習の際にすぐに
確認できるようにする。また、個別
に学習する時間を確保できるよう
にする。 

 
○打楽器を扱う題材では、基礎的な奏
法を学習できるように時間を確保
する。また小グループで教え合うこ
とが定着しているので、グループ活
動を生かした場の設定を工夫する。 
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（７）図画工作科 

図画工作科の重点 

○児童が、造形的な視点を理解できるようにする（知識）。 

○児童が、材料・用具の適切な扱いに慣れるようにする（技能）。 

○児童が、互いの良さや個性などを認め尊重し合うことができるようにする。 

 

現状分析（成果と課題） 授業改善プラン 

分析内容 指導上の課題  改善案 

１
年 

〇形や色の組み合わせの感
じを捉えにくい児童が多
くいる。 

 
〇はさみ、のり、クレパス、
絵の具の扱いにつまずく
児童がいる。 

 
 
〇互いの作品の良さに気付
きにくい児童がいる。 

〇形や色の組み合わせの仕
方の工夫。 

 
 
〇用具の扱いに関する指導
の工夫。 

 
 
 
〇互いの作品や活動に関心
をもてるようにする指導
の工夫。 

 
〇各題材で形や色の組み合わせ方を
示し、共有する。 

 
 
〇用具の扱いに関する留意点や使用
法を視覚的に掲示し、つまずきやす
い児童が常時確認できるようにす
る。 

 
〇互いの作品を見合う前に、題材名や
作品の良さを見付ける視点を与え
る。 

２
年 

〇立体物の形や組み合わせ
の感じを捉えることにつ
まずく児童がいる。 

 
〇粘土や紙工作でイメージ
した形をつくる際につま
ずく児童がいる。 

 
〇互いの作品の良さを認め
合う児童が多い。 

〇造形的な視点に関する指
導の工夫。 

 
 
〇材料の扱いに関する指導
の工夫。 

 
〇各題材で重点を置く造形的な視点
を児童に明示する。 

 
 
〇材料の扱いに関する留意点を、導入
時に確認させたり、試しの時間を設
定したりし、つまずきやすい児童が
常時確認できるようにする。 

３
年 

〇色々な材料を自由に使う
ことに苦手意識をもって
いる児童がいる。 

 
 
〇自分の作品に自信をもて
ない児童がいる。 

 
 
〇自分のイメージをもつこ
とが難しい児童がいる。 

〇材料・用具の扱いに関する
指導の工夫。 

 
 
 
〇互いの作品や活動に自信
をもてるようにする指導
の工夫。 

 
〇イメージをもてるように
する指導の工夫。 

 
〇材料・用具の扱いに関する留意点

を、導入時に確認させるとともに、
つまずきやすい児童については個
別に支援する。 

 
〇互いの作品や活動に目を向ける活

動を設定する。 
 
 
〇導入時にキーワードを投げかけ、想

像する時間を十分に確保する。 

４
年 

〇線や色の組み合わせの感
じを捉えようとする児童
が多い。 

 
〇はさみやのりなどの扱い
につまずく児童がいる。 

 
 
 
〇自分の作品や活動に自信
をもてない児童がいる。 

 
 
 
 
〇材料・用具の扱いに関する

指導の工夫。 
 
 
 
〇互いの作品や活動に関心

をもてるようにする指導
の工夫。 

 
 
 
 
 
〇材料・用具の扱いに関する留意点
を、導入時に確認させるとともに、
つまずきやすい児童については個
別に支援する。 

 
〇互いの作品や活動に自然と目が向
くように、作業台や材料・用具置き
場などの場を設定する。 
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５
年 

〇対象や色の感じなどを捉
えようとする児童が多い。 

 
〇はさみやのり、水彩絵の具
などの扱いにつまずく児
童がいる。 

 
 
〇自分の作品や活動に自信
をもてない児童がいる。 

 
 
 
〇材料・用具の扱いに関する
指導の工夫。 

 
 
 
〇互いの作品や活動に関心
をもてるようにする指導
の工夫。 

 
 
 
 
〇材料・用具の扱いに関する留意点
を、導入時に確認させるとともに、
つまずきやすい児童については個
別に支援する。 

 
〇互いの作品や活動に自然と目が向
くように、作業台や材料・用具置き
場などの場を設定する。 

６
年 

〇表したいことに合わせて、
造形的な視点を活用する
児童が少ない。 

 
〇水彩絵の具、針金などの扱
いにつまずく児童がいる。 

 
 
 
〇自分の作品や活動に自信
をもてない児童がいる。 

〇造形的な視点に関する指
導の工夫。 

 
 
〇材料・用具の扱いに関する
指導の工夫。 

 
 
 
〇互いの作品や活動に関心
をもてるようにする指導
の工夫。 

 
〇各題材で重点を置く造形的な視点
を児童に明示する。 

 
 
〇材料・用具の扱いに関する留意点
を、導入時に確認させるとともに、
つまずきやすい児童については個
別に支援する。 

 
〇互いの作品や活動に自然と目が向
くように、作業台や材料・用具置き
場などの場を設定する。 
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（８）家庭科 

家庭科の重点 

○自分の生活や生き方をより充実した豊かなものにするために、日常生活を見直すことの大切さを知らせ、

日常生活の中での課題を見いだし、解決方法の工夫を考えさせ実践できるようにしていく。 

○家庭での実践を自主的に行われるようにするために、実践的・体験的な活動を一層重視すると共に、よ

り確実な知識や技能を身に付けさせるために個別指導を多く取り入れていく。 

 

現状分析（成果と課題） 授業改善プラン 

分析内容 指導上の課題  改善案 

５
年 

○学習に対する関心・意欲が
比較的高い児童が多い。 

 
○家庭科の学習と日常生活
とのつながりを意識でき
ていない児童がいる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
○基礎的・基本的な技能の習
得に個人差が大きく、製作
などにかかる時間のばら
つきが大きい。 

 
 
 
○児童が自己の体験や経験
をもとに考え、行動するこ
とができるような指導の
工夫。 

 
 
 
 
 
 
 
○児童の実態に合った単元
計画の作成や個に応じた
指導法の工夫。 

  
 
 
○家事を行う知識や技能を身に付け
ることが自立して生活するために
大切であることを伝え、家庭科の学
習に必然性をもたせる。 

○自分の生活を振り返り、家族の一員
としての自分の役割を意識させ、実
生活に反映できる活動を授業で設
定する。 

○相手意識や目的意識をもたせた活
動を設定する。 

 
○個々の技能に応じた作品作りを指
導する。 

○作業工程を明確にし、それぞれが見
通しをもって行えるようにする。 

○グループで教え合う活動を取り入
れ、技術の向上を図る。 

○個別指導を取り入れ、進度の差が大
きくならないようにする。 

６
年 

○学習に対する関心・意欲が
比較的高い児童が多い。 

○第５学年で学習したこと
が比較的身に付いている。 

 
○家庭科の学習と日常生活
とのつながりを意識でき
ていない児童がいる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○基礎的・基本的な技能の習
得に個人差が大きく、製作
などにかかる時間のばら
つきが大きい。 

 
 
 
 
 
○児童が自己の体験や経験
をもとに考え、行動するこ
とができるような指導の
工夫。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○児童の実態に合った単元
計画の作成や個に応じた
指導法の工夫。 

  
 
 
 
 
○住まい方に関する正しい知識を基
に、自分の生活を振り返り、快適な
暮らしに向けた改善策を考え、実生
活に反映できる活動を設定する。 

○「食べることの大切さ」を学び、日
本の伝統的な食事（和食）など食育
についても学習する。 

○少人数で調理実習計画を立てさせ
ることで、主体的に見通しをもった
活動にする。 

○家庭でも、家族の一員としてできる
ことに取り組ませ、できることを増
やし、達成感と有用感をもたせる機
会を増やす。 

○長期休業等を生かして、家庭でも学
習したことを続けて実践させる。 

 
○個々の技能に合わせた作品作りの
ゴールを設定する。 

○作業工程に合わせた見本や写真を
提示し、理解を促す。 

○グループで技術を教え合う活動を
取り入れる。 

○個別指導の時間を取り、進度に差が
出ないようにする。 
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（９）体育科 

体育科の重点 

○児童の発達段階に応じた指導を行い、主体的・対話的に運動に取り組めるようにする。 

・低学年…基本的な動きを身に付け、だれとでも仲よく、協力して取り組もうとする力。 

・中学年…運動を楽しくできるようにするとともに、きまりを守ってお互いに協力し合って運動に取り

組もうとする力。 

     健康な生活と体の発達について理解する力。 

・高学年…自分の課題を認識し、解決の方法を考え、運動の仕方を工夫し、協力・公正の態度を身に付

け、運動に取り組もうとする力。 

     心や体の健康について理解する力。 

○運動時間の確保。児童の活動時間が十分に確保できる授業展開。 

○フラッグフットボールやペースランニングや長縄の取り組みなどを通して、生活の中において運動がよ

り身近なものとなるよう働きかけていく。 

 

現状分析（成果と課題） 授業改善プラン 

分析内容 指導上の課題  改善案 

１
年 

〇運動が好きな児童と好き
ではない児童の差が大き
いため、全体的な体力向上
に取り組むことが難しい。 

 
○運動技能の差が大きい。 

〇運動量の十分な確保。 
 
 
 
 
 
〇一人一人が意欲的に取り
組むことのできる学びの
工夫。 

〇一人一人の力に合った場
の設定。 

 
○縄跳びなど継続的に行い、体力を付
けさせる。 

 
 
 
 
○一人一人の力に合った「めあて」を
もたせ、自分なりの達成感を味わわ
せる。 

○遊びを通し、自然に多様な動きをつ
くる運動となる場の設定をする。 

○ルールを工夫することで、全ての児
童が活躍できる学習活動を行う。 

２
年 

○個々に体を動かして運動
を楽しむことはできる。小
グループでルールを守っ
たり協力したりする活動
になると、取り組み方がわ
からなくなる児童がいる。 

 
○運動する時間や場所の確
保が難しく、個々の運動量
の差が大きい。 

○友達と協力しながら運動
する時間の確保。 

 
 
 
 
 
○運動量の十分な確保。 
○様々な体の使い方を習得
できる授業の工夫。 

○一人一人が意欲的に取り
組むことのできる学びの
工夫。 

 
○作戦を立てたり、ルールを工夫した
りする時間を確保し、集団で運動す
ることの楽しさを感じられるよう
にする。 

 
 
 
○身近な物を使った簡単な運動を取
り入れるなど、運動に親しみやすい
環境を整える。 

○できるようになった実感をもたせ
るために、スモールステップのゴー
ルを設定したり、誰でも達成感がも
てるルールを考え、取り組ませる工
夫をする。 

３
年 

○運動への興味が高い児童
が多く積極的に取り組ん
でいる。 

 
○運動技能の差が大きく、運
動量に違いがある。 

 
 
 
 
○技能を高めるポイントの
明確化。 

○運動量を確保し、技能を高
めるための場の充実。 

 
○導入に学級全体で体を動かす準備
運動を取り入れ、運動に親しむきっ
かけをもたせる。 

 
○友達の動きを参考にしたり、教師の
支援と共に児童相互の助言を生か
したりして、楽しみながら技能の向
上を図る。 

○授業の中でいろいろな運動を経験
する場を設定する。 

○段階を踏み、少しずつ技能の向上を
図ることで、達成感をもたせ、日頃
の運動への意欲につなげる。 
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４
年 

○体を動かすことが好きな
児童と苦手意識の強い児
童との差が大きく、技能に
も差がある。 

○技能を高めるポイントの
明確化。 

 
 
○幅広い運動能力をもった
児童全員が満足する授業
展開の工夫。 

 
○段階を踏み、少しずつ技能の向上を
図ることで、達成感をもたせ、日頃
の運動への意欲につなげる。 

 
○児童が意欲的に取り組むことがで
きるルールを工夫し、すすんで運動
をしようとする気持ちを育てる。 

○楽しんで行える運動を行う。また、
自己の成長を感じられる指導を行
う。 

５
年 

〇意欲的に運動に取り組め
る児童もいるが、運土数館
の不足から強く苦手意識
をもつ児童も少なくない。 

〇運動を楽しめるような工
夫と、子に応じた学習や課
題設定の工夫。 

 
 
 
〇自ら課題解決方法をグル
ープで取り組み考えさせ
る時間が取れない。 

 
〇児童が互いに運動している姿を見
合ったり、「学習カード」を活用し
たりして、より良い動きに高めてい
く方法を考えさせる時間を設定す
る。 

 
〇ゲームやボール運動では、児童の発
案を生かしたルール設定などを行
う。話し合いへの意欲を喚起しなが
ら思考力を鍛える学習を行う。 

６
年 

○自己の課題をとらえるこ
とができているが、その解
決の方法を見出すことが
難しい児童が多い。 

 
○運動の仕方や技能のポイ
ントを理解していない児
童が多い。 

○解決に向けた適切な場を
設定。 

 
 
 
○対話的な学習活動の設定。 
 
 
○運動に親しむ態度の涵養。 

 
○課題と練習の場を結び付けて考え
らえる学習カードや教具の準備を
する。 

 
 
○お互い見合う中で、ポイントや視点
を伝え、意識させる。 

 
○オリパラ計算ドリルやオリパラノ
ートなどの教材を活用することで、
体育の多面的な見方を働かせる機
会をもち、運動に親しませる。 
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（10）外国語活動・外国語 

外国語活動・外国語の重点 

小学校外国語科の目標に示されている「五つの領域」のうち、「聞くこと」「読むこと」「話すこと（やりと

り」の３つに重点を置く。 

○聞く力を高めるために、日常生活に関する身近で簡単な事柄について、音声（ALT の発音、担任の発音、

IT 教具・教材の音声）を繰り返し聞くことにより、英語の音声に慣れる。 

○読む力を高めるために、音声で充分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現の意味が分かるようにす

る。 

○「話すこと（やりとり）」の力を高めるために、日常生活に関する身近で簡単な事柄についての 

会話表現に慣れ、気持ちなどを話すことができるようにする。 

 

現状分析（成果と課題） 授業改善プラン 

分析内容 指導上の課題  改善案 

３
年 

○日本語と外国語の音声の
違いに気付いているもの
の、明確な内容や意味を聞
き取るのは難しい。 

 
○アルファベットの識別と、
ローマ字の音、フォニック
スでの音に親しんでいな
い児童が多い。 

 
○日常生活に関する表現を
自ら考えて発することが
難しい。 

○リスニングの時間を単独
でとらず、ALT の生の音声
を聞く量も足りない。 

 
 
○身の回りにある文字への
興味を引き出す機会が少
ない。 

 
 
○全体での会話練習で個別
の指導が行き届かず、一人
一人が自信をもって発話
できていない。 

 
○歌や絵本の読み聞かせなどからも、
外国語の音声や独特の表現に慣れ
親しませる。 

 
 
○日常にあふれているアルファベッ
トを用いて、身近なものとして、読
む習慣を付けさせるとともに、フォ
ニックスに取り組む。 

 
○ペア学習に取り組む間に、ALT と
担任が、机間指導をする。自分の気
持ちを自然に表現できるように、基
本の表現を繰り返し練習する時間
を作る。 

４
年 

○ゆっくりと繰り返し話さ
れれば、話の内容を理解で
きる児童もいる。 

 
 
○ローマ字読みとフォニッ
クスの違いに気付いてい
る児童もいる。 

 
○あいさつや「What」で始
まる質問に親しんでおり、
簡単な単語で答えること
ができる。 

○分かる児童が日本語で確
認し、周りの児童もなんと
なく意味を捉えているこ
とで授業が流れる。 

 
○読み方がローマ字読みの
ままではないことの確認
が不十分。 

 
○質問に完全文で答えさせ
ることを徹底していない。 

 
○聞いた言葉をまねして発音するこ
とで、定着させる。 

 
 
 
○フォニックスの指導を取り入れて、
ローマ字との違いや、日本語とのつ
づり方の違いに気付かせる。 

 
○会話のテンプレートを用意して、丁
寧で完全な文で言えるようにする。 

５
年 

○今までに聞いた経験を頼
りに、意味を把握すること
ができるものもあるが、似
ている単語や表現の判別
を苦手としている。 

 
○すんなりと読めるものと、
読めないものの差が大き
く、読めないものに関し
て、正確に読む手立てをも
たない。 

 
○簡単な語句や基本的な表
現は身に付いているもの
もあるが、自分の考えに合
ったものを選び、考えて発
話するのは難しい。 

○紛らわしい発音を、混同し
たまま、雰囲気で聞かせて
いる。 

 
 
 
○文字と発音の規則性や特
徴をとらえさせる機会が
少ない。 

 
 
 
○表現のバリエーションが
少なく、自分の気持ちに近
い言葉を選ばずに、言いや
すい表現に頼らせている。 

 
○話の内容を捉えられるように、キー
ワードをはっきりと発音して聞か
せ、分かることから推測する力を付
ける。 

 
 
○読むことと書くことをセットにし
て、単語やチャンク（意味のかたま
り）を覚えられるようにする。 

 
 
 
○日本語で気持ちや状況を表すこと
を基に、自分の考えを伝えることを
目的とした返答の仕方を指導する。 
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６
年 

○ゆっくりと繰り返し話さ
れたことに関しては、概要
を理解することができる
が、話全体の流れを推測す
ることができない。 

 
○音声で慣れ親しんでいて
も、文字にすると、結びつ
いていないことがある。 

 
○やりとりの場面で、相手の
言うことを受け止め、内容
を理解して、適切な反応を
することが難しい。 

○前述の文の意味から、次の
文の意味を予測し、違和感
のない話として全体を捉
えさせることをしていな
い。 

 
○聞こえた音をそのまま文
字にしないように、意識し
た指導をしていない。 

 
○自分が話すことに精一杯
で、相手の反応を受け止め
る余裕がないような定型
文のペア学習をしている。 

 
○ティーチャーズトークやスキット
などを、毎時間聞かせたり見せたり
することで、聞き慣れた単語や表現
を基に全体の流れを捉える習慣を
付ける。 

 
○音声と文字の違いを識別し、その読
み方を発音できるように繰り返し
練習する時間を確保する。 

 
○相手の声や表情、ジェスチャーを見
て、内容をしっかりと受け止め、適
切な言葉と態度で反応する時間を
設ける。 
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