
１．全体計画 中野区立桃園第二小学校

授業改善の視点

指導内容・指導方法の工夫 教育課程編成上の工夫 評価の工夫 校内研究・研修の工夫 中学校との連携 家庭・地域との連携

・問題解決型学習の

徹底

・ペアやグループ等対

話を取り入れた授業

改善

・基礎基本の確実な

習得を目指し、ICT

やプリント学習などを

活用した、個別最適

な学び

・外部教育力の活用

・社会に開かれた教
育を行うための、各
教科を見通したカリ
キュラムマネジメント

・指導と評価の一体化

による個に応じた学

習
・新学習指導要領の
趣旨を踏まえた学
習の評価

・研修に参加した教員

による還元研修

・主体的・対話的で深

い学びを実現する

算数科の授業の創

造のための研究

・全教員による OJＴ

・算数科の乗り入れ授

業と、校内研究への

還元

・乗り入れ授業や、小

中連携協議会の話

し合いを生かした

授業改善

・家庭学習推進旬間

をきっかけとした家

庭学習の充実

・６月と１１月の読書月

間を通した読書に

親しむ態度の育成

・地域の施設や人材
の活用

学力向上に向けた任期付短時間勤務教員の活用

・習熟度別学習指導におけるティーチングアシスタント
・算数科の補習教室である算数道場の実施

学校教育目標

○考える子 〇思いやりのある子 〇元気な子

令和４年度学校経営方針（学力向上に関わる要点）

〇各教科等において、「わかった、できた」を児童が実感できる授業を実践し、基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得できるようにす

る。また、個に応じた指導や習熟度別少人数指導、反復学習、ICT活用による個別最適な学びと協働的な学びを充実させたニューノー

マルの学習を行う。

〇主体的・対話的で深い学びを実現する授業を実施して、グローバルで変化の激しい時代を生きる児童に必要な、自ら学び、自ら課題を

発見し、自ら考え、的確に表現する力を育成する。

〇総合的な学習の時間や生活科における探求のプロセスを通した学習、言語活動の充実及び主体的・対話的で深い学びを実現する授

業と学校の取組としての発表の場を設定することにより、知識・技能を活用する思考力・判断力・表現力等の育成を図り、学びを人生や

社会に生かそうとする姿勢や態度を育てる。

指導の重点（本校の捉える「確かな学力」）各教科の指導の重点

特別活動の指導の重点

道徳教育の指導の重点

総合的な学習の時間の指導の重点

令和４年度授業改善プラン

・社会人として求められる資質・能力を鍛えることを意識した対話的な
指導

・キャリアパスポートの活用を通して、人間関係形成・社会参画・自己
実現につながる力の育成

・保幼小中連携教育の推進とスタートカリキュラムの充実

・自分で生命及び心身の安全を守る力の育成
・いじめ防止対策委員会を核とした組織的な予防によるいじめの根絶
・発達段階に応じた情報モラル教育の推進
・望ましい生活習慣の育成

・地域の特性を生かした教材の開発、指導方法の工夫

・問題解決の過程を明確にした調べる学習の推進と探求

心の育成

・体験的な学習を通して、情報活用能力の育成

・自主的、実践的な態度の育成（委員会・クラ

ブなど）

・１００年の歴史を受け止め、新たな時代を生き

る児童の育成

・研修を通した教師の指導力の向上

・子どもたちの心に働きかける学習指導の工夫

・道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度の育成

・他教科・領域との関連を図った道徳科授業の推進

＜各教科＞
・対話を通して考えを広げたり深めたりする

指導方法の工夫

・思考力、判断力、表現力の向上

・ICT を活用した、個に応じた指導の充実

・子どもの言葉で授業が進むような学習指導

の工夫

キャリア教育の重点
生活指導の重点

「学びに向かう力・人間性」をもつとともに、
「基礎的・基本的な知識・技能」を基盤とし
て、それらを活用しながら「思考・判断・表
現」すること。



２ 各教科における授業改善プラン

（１）国語科

【小学校】

現状分析 授業改善プラン

授業における課題（児童の実態・教師の指導上の課題） 具体的な授業改善策（手だて）

１
年

・ひらがな一字一字を読むことはできるが、言葉として捉

えて読むことが難しい。

・全体的に、促音や拗音、長音などを正確に書くことが難

しい。

・鉛筆の正しい持ち方が定着していない。

・ＭＩＭカードやＭＩＭプリント、言葉集めなどを繰り返

し行い、語彙を増やす活動を日頃から取り入れていく。

また、言葉の意味も理解できるように、動作で表現する

ことも取り入れていく。

・読む活動同様、言葉集めをしながら習慣付くまで繰り返

し練習をする。

・正しい持ち方をその都度確認し、意識できるよう指導す

る。

現状分析 授業改善プラン

２
年

区学力調査の結果の分析 具体的な授業改善案（手だて）

・基礎については学年の平均正答率は、目標値を３ポイント上回る

が、区の正答率より０．９ポイント下回る。活用については目

標値を４．２ポイント上回るが、区の正答率より２．４ポイン

ト下回る。

・問題の正答率を見ると、経験したことがらから書くことを見つけ

文章を書くことについては、区の目標値より７ポイント程下回

っている。

・助詞の「へ」の使い方１学年に配当されている漢字を正しく文中

で使う、説明文の読み取りについては、区の正答率より若干ポ

イントが下回る。話す聞く、物語の読み取りは区より上回るか

同程度である。

・目標値に到達している児童は、６３％

・デジタルＭＩＭを活用し、語彙を増やしていく。

・読書や音読で良い文章表現に触れることができる

ようにする。

・原稿用紙の使い方を習得できるように指導する。

・文章の組み立てメモを活用するなど、順序を考え

て、まとまりごとに書くことができるようにする。

・読み直して助詞の使い方や、誤字などを確かめる

ことができるように指導する。

・朝の会のスピーチなど話す・聞く活動を充実させ、

声の大きさ・明瞭さを意識させながら場に応じた

言葉遣いで話すことができるように、指導を継続

する。

授業における課題

・文章を順序よく始め、中、終わりで、書くことが不十分である。

・文中で漢字やカタカナを正しく使う、助詞を正しく使うことが不

十分である。

・教室の隅々まで聞こえる音量で音読をもう少しさせたい。

・時と場合に応じた言葉使いをさせたい。

・語彙を増やしたい。

３
年

区学力調査の結果の分析 ・習った漢字を使うよう声をかけ、レポートや日記

を書かせる際にはチェックを入れる。

・国語辞典を活用する場面を意図的に増やして語彙

を増やす。

・文章を書くときは目的と対象者をはっきりさせ文

章を書かせる。その際推敲に時間をかけ指導する。

・自分の考えをまとめ、文章に表したり、感想をま

とめたりできるように、考えを表現する機会を増

やす。また、モデル文を提示してどのように書く

とよいのかイメージをもてるようにする。

・基礎については、学年の平均正答率は区を０．１ポイント下回っ

ている。活用は、０．２ポイント上回っている。

・領域別に見ると、漢字を読む問題と、文章を書く問題は区を約２

ポイント下回っている。

・目標値に到達している児童は、約７０％

授業における課題

・言葉に着目して、物語文や説明文の読み取りができる児童が多い。

・書く学習で、内容を順序立てて書くことが難しい。

・既習の漢字を使って、文章を書くことが難しい。

４
年

区学力調査の結果の分析 ・習った漢字を使うよう声をかけ、レポートや日記

を書かせる際にはチェックを入れる。

・国語辞典を活用する場面を意図的に増やして語彙

を増やす。

・文章を書くときは目的と対象者をはっきりさせ文

章を書かせる。その際推敲に時間をかけ指導する。

・基礎については、学年の平均正答率は区を約２ポイント下回って

いる。活用は、約４ポイント下回る。

・領域別に見ると、我が国の言語文化に関する事項は区を５ポイン

ト上回っているものの、書くことは区を９ポイント程度下回って

いる。

・目標値に到達している児童は、約４７％



授業における課題

・既習の漢字を使って文章を書くのが苦手な児童が多い。

・語彙力が少なく、説明文の読み取りが苦手な児童が多い。

・効果的な構成の基に文章を書くことに慣れていない。

５
年

区学力調査の結果の分析 ・自分の意見をノートに書き、身近な友達と交流す

る機会を設け、全体での発表につなげられるよう

にする。

・文の組み立て方をアドバイスし、書き方を理解で

きるようにする。

・授業中に漢字の書き取りを扱い、文を書く際に習

った字を書くように指導する。

・説明文の読み取りなどで、分からない言葉を iPad

を利用し、即時調べることで、語彙力を高めてい

く。

・基礎・活用とも、学年の平均正答率は区を上回っている。

・領域別に見ると、情報の扱い方・我が国の言語文化に関する事項

が６ポイント程度下回っている。

・目標値に到達している児童は約７５％。

授業における課題

・自分の考えを発言することが苦手な児童が多い。

・文章を書くことに抵抗感をもち、苦手な児童が多い。

・漢字の定着が図れてていない児童が多い。

・語彙力が少ない児童がいる。

６
年

区学力調査の結果の分析 ・毎週漢字テストを実施し、漢字に触れる機会を多

く設定する。

・毎日のミニ日記では、必ず習った漢字を書くよう

に指導をする。

・図書の時間には、科学的読み物や伝記など、物語

以外のジャンルの本も紹介し、文章を読む経験を

豊富にしていく。

・デジタル教科書を用いて、本文中の大事な文章に

線を引いたり、不要な言葉を削除したりした軌跡

を残せるようにする。

・説明文の学習の際は、本文を A4１枚にしたものを

配布し、文章全体に着目しやすくする。

・基礎については、学年の平均正答率は区を若干上回っている。活

用は、若干下回る。

・問題の正答率を見ると、文章を書くことと説明文の内容読み取り

に関する事項が５～７ポイント程度下回っている。

・目標値に到達している児童は。６４％

授業における課題

・既習の漢字を、日常使いこなせていない。

・文章を書く際、主語述語のねじれが生じたり、一文が長くなりす

ぎたりする傾向がある。

・説明文の学習では、文章の要旨を読み取ることや、筆者に対する

自分の考えを、自分の経験を基にして記すことが苦手。

現状分析を受けて、６年間を通して国語科で身に付けさせたい力とその方策
・読み取る力を身に付けられるようにする。そのために、全学年を通して、語彙を増やすことを意識する。低学
年ではデジタルＭＩＭや、読書指導を継続する。中学年以降では、辞典を使う場面や、様々な分野の文章に触
れる機会を意図的に設ける。

・文章力の向上を目指す。そのために、各学年で、既習の漢字や語句を使って書くこと、まとまりや、段落構成
を考えて書くこと、接続語を適切に使うことなどの指導を継続して行う。また、書いた文章を推敲する等の指
導を充実させていく。

・話す力、聞く力を身に付けられるようにする。そのために、日常生活の中で力を積み重ねていくことを教師が
意識する。言葉を発する際には、相手を意識した声の大きさや言葉遣いを促し、聞く場面では、友達の気持ち
を考えたり、どんな説明をしているのかを自分の言葉で説明したりするよう促す。また、発表の場面では、ス
モールステップの場を設定し、成功体験を積み重ねていけるように指導を続けていく。



（２）社会科

【小学校】

現状分析 授業改善プラン

授業における課題（児童の実態・教師の指導上の課題） 具体的な授業改善案（手だて）

３
年

・資料を読み取る力が十分でない。

・社会的事象を自分事と考えることが難しい。

・資料を読み取る活動が少ない。

・日常生活を想起できる資料の提示が少ない。

・資料を読み取らせる時間を確保する。多様な資料とそ

の意味を考えることができるよう指導する。

・地域の資料を授業中に活用する。

４
年

・知識はあるものの、生活に結びつけて考えることが苦手。

・身の回りから課題を見いだし可決する経験が少ない。

・調べ活動のときインターネットに頼る傾向がある。

・何げない日常生活の中から子どもが課題を見いだす

取り組みを行う。

・本、インタビュー、フィールドワークを学習活動に意

図的に入れる。

５
年

・海洋の名前や国の名前のように世界に視点が広がったので、

知識の習得が難しくなっている。

・意欲的に調べ学習を進めることができるが、調べたことを

移すことに偏り、そこから分析したり、自分の考えを述べ

たりする表現力が十分でない。

・学習期間だけでなく、繰り返し触れていけるようにす

る。

・調べ学習の時に、自分で考えることが大切であること

を繰り返し説明し、個別指導で、考えを聞きとる、友

達の見本を聞かせるなどして、書くことができるよう

にしていく。

６
年

・調べたこと、分かったことを元に、自分の考え整理し、表

現する力が十分でない。

・社会的事象について身近な出来事や自分の生活と関連付け

て考えたり、課題を見付けたりする力が十分でない。

・課題解決型の学習展開を行い、課題に対して調べたこ

とや考えたことを自分の言葉で表現できるように指

導したり、タブレットを活用してまとめたりする場面

を設定する。また、児童同士がまとめたことを交流し

合うことで、よりよい整理の方法を獲得できるように

する。

・様々な考えが飛び交うような発問の工夫と交流する時

間を設け、自分事としてとらえながら ICT の利活用を

促していく。

現状分析を受けて、４年間を通して社会科で身に付けさせたい力とその方策
・社会的事象について身近な出来事や自分の生活と関連付けて考えたり、課題を見付けたりする力を伸ばすため
に、日常生活の中から子どもが課題を見いだす課題解決型の学習展開を行う。

・調べたことに対して、自分で考え表現する力をつけるために、資料から必要な情報を読み取る活動と考えたこ
とを自分の言葉で表現する活動を多く行う。



（３）算数科

【小学校】

現状分析 授業改善プラン

授業における課題（児童の実態・教師の指導上の課題） 具体的な授業改善策（手だて）

１
年

・計算や式を立てて解答することは十分にできる児童が多

い。一方で、増加の場面の絵から「加法」か「加法でな

いか」を回答する問題があったが、「加法ではない」と

誤答する児童が多くいた。そのことから立式や計算など

の形式的な作業は行えているが、場面と式とを結びつけ

て考えたり、場面の意味を理解したりすることに課題が

あると考えられる。

・これまでの業者テストの結果を比較すると「計算」より

も「測定(もののながさ)」の方が平均点が１０％程下回

る。

・ブロックなどの半具体物を積極的に使わせて、児童に正

しく課題を把握させたり、計算したりさせるようにす

る。

・授業の中で立式の根拠を友達に説明する場面を設ける。

・朝学習や宿題で、東京ベーシックドリルや、ラインズｅライブ

ラリを用いて十分に習熟が図れる機会を設定する。

現状分析 授業改善プラン

２
年

区学力調査の結果の分析 具体的な授業改善案（手だて）

・基礎については、学年の平均正答率は区を約３ポイント下回って

いる。活用は、約４ポイント下回る。

・問題の正答率を見ると、３つの数の計算の問題で約８ポイント程

度下回っている。

・目標値に到達している児童は、約５５％

・ブロックや数カードを活用して正しく立式し、立

式の根拠を説明できるように学習計画を立てる。

・児童同士の交流の場を設け、自分の考えを伝えら

れる機会を増やす。

・朝学習や自主学習の際に、東京ベーシックドリルや、

ラインズｅライブラリを用いて、十分に習熟が図れる機

会を設定する。

授業における課題

・式の意味を考えたり、意見交流をしながらさらに良い方法を見い

だしたり、自分の考えに生かしたりすることが苦手な児童が多

い。

・学力差が大きく、文章題を立式することが困難な児童や単位換算

が苦手な児童がいる。

３
年

区学力調査の結果の分析 ・具体的な操作活動の時間を増やしたりして、図形

や立体を捉えたり、長さやかさ、長さや時刻につ

いて、理解を深めたりできるようにする。

・ペアでの活動を取り入れ、友達の考えを知ること

により、考え方を広げたり、考えの表現方法を知

り、豊かにできるようにしたりする。

・課題への見通しをもつ時間をもち、意欲的に課題

に取り組めるようにする。

・基礎、応用共に、学年の平均正答率は、区を下回っている。

・問題の内容別で見ると、「１００００までの数、分数」では、３

ポイント上回っているが、「時刻と時間」は－６．４ポイント、

「長さとかさ」では、－４．５ポイント、「ひょうやグラフ」は

－３．８ポイント、「はこの形」では、－３．３ポイント、「三角

形と四角形」では－３．１ポイント、下回っていた。

このことから、図形、測定、データの活用で学習状況が十分達成

できていないことが分かる。

・意識調査では、授業で「身の回りのものの長さをはかったことは

楽しかった。」と答えている児童が区平均よりも８．４ポイント

以上上回っている。一方で、「電子黒板やタブレットを使った授

業は、楽しいと思う。」については、区の平均よりも７ポイント

下回っている。

授業における課題

・自分の考えをノートに書けない児童が多い。

・自分の考えをノートに書いても発表しない児童が多い。

・ペアでの考えの交流は意欲的に行う児童が多い。

・課題がわからないと諦めてしまう場面がある。

・自分の考えを見直して、考え直す児童が少ない。

４
年

区学力調査の結果の分析 ・十進位取り法を確実に理解して単位と長さ量の関

係を系統的にわかるようにする。

・問題演習を日常的に行い、四則演算の定着させる。

・言葉・絵・図・数式を行き来できるよう指導する。

（図示、説明）

・基礎については、学年の平均正答率は区を約２ポイント下回って

いる。活用は、約７ポイント下回る。

・領域別正答率を見るとどの領域も区を下回り、特に測定が５．５

ポイント下回っている。

・目標値に到達している児童は、約４７％だった。



授業における課題

・単位の読みかえがうまくできない子が多い。

・学力差が大きい。

・繰り下がりのある引き算、かけ算割り算など四則演算の基礎が十

分に身についていない子が見られる。

・文章題の題意が理解できず、立式できない子が多い。

５
年

区学力調査の結果の分析 ・ なぜそう考えたのか、理由を話したり、立式の理由を

述べたり、どのような条件があれば問題を解くことが

できたりするか、話合いの機会を多く作り、問題解決

型の授業を行う。

・ 朝学習や自主学習の際に、東京ベーシックドリルや、

ラインズｅライブラリを用いて、十分に習熟が図れる機

会を設定する。

・ 数直線の指導を徹底して行い、どの児童も根拠をも

って立式できるようにする。

・基礎・活用とも、学年の平均正答率は区を上回っている。

・領域別に見ても、平均正答率が下回る観点はない。

・目標値に到達している児童は約８０％。

授業における課題

・式の意味を考えたり、意見交流をしながらさらに良い方法を見い

だしたり、自分の考えに生かしたりすることが苦手な児童が多

い。

・学力差が大きく、四則計算の技能の定着が不十分な児童や単位

換算が苦手な児童もいる。

６
年

区学力調査の結果の分析 ・数直線を活用して正しく立式し、立式の根拠を説

明できるようにする。

・既習事項を子どもたちが自ら引き出せるよう、板

書をクラスルームに上げ、環境作りをしていく。

・朝学習や自主学習の際に、東京ベーシックドリルや、ラ

インズｅライブラリを用いて、十分に習熟が図れる機

会を設定する。

・基礎については、学年の平均正答率は区を若干上回っている。活

用は、約２ポイント下回る。

・問題の正答率を見ると、面積と割合の問題で５～８ポイント程度

下回っている。

・目標値に到達している児童は。約６９％

授業における課題

・式の意味を考えたり、意見交流をしながらさらに良い方法を見い

だしたり、自分の考えに生かしたりすることができる児童が多い

ものの、学力差が大きく話し合いについてくることのできない児

童も多い。

現状分析を受けて、６年間を通して算数科で身に付けさせたい力とその方策
・根拠を明確にして立式をすることができる力。そのために、図や数直線を用いて説明できるように、低学年か
ら指導を積み重ねていく。また、図や数直線等の思考ツールを自由に使えるようになるために、「数直線のか
き方」に重点を置いた授業を計画的に行っていく。

・正しい量感を身に付けていく。そのために、算数の授業だけでなく、他教科や給食指導中などを用いて、日常
的に数や量に触れていく経験を積み重ねていく。

習熟度別少人数指導の充実に向けて

・レディネステストの結果を基に、各コース何に重点をおいて指導していけばよいのか明確にしておく。
・指導計画の打ち合わせを単元の前に行い、適切にコース別の指導の差が出るようにする。
・単元後にも打ち合わせを行い、児童の達成度等、単元ごとの簡単な打ち合わせを行う。



（４）理科

【小学校】

現状分析 授業改善プラン

授業における課題（児童の実態・教師の指導上の課題） 具体的な授業改善案（手だて）

３
年

・観察に対する意欲が高く、前向きに取り組むことができる

児童が多い。

・事象提示から問題作りをする活動に慣れていない。

・自然の事物・現象を比較する場面を作り、共通点や差

異点を見つける活動を取り入れる。気付いたことを整

理させる方法を指導する。

４
年

・事象提示から問題作りをする活動に慣れていない。

・観察の視点を基に記録できるようにする必要がある。

・実験の流れを教えそれぞれの活動でやることをおさせ

える。問題→予想→実験方法→結果→考察→結論

・日常の生活で不思議に思った現象を発表する場を多く

設ける。

・観察の際は植物や動物の色形大きさに加えて、匂い肌

触りなど詳しく記録し、体の部分の仕組みを予想し、

交流する機会を設ける。

５
年

・現象から問題を見いだし、解決のため、実験計画や結果の

予想を立て事実や結果から論理的に考える力を身に付けら

れるようにする。

・観察・実験に意欲的に取り組むことができる。実験結果を

基に考察する意欲が低く、考察する力が不十分である。

・自分の考えを伝え合い、問題解決できるようにする。

・問題解決型の授業を多く設定し、図や絵、言葉で考え

を表現する活動を多く行う。

・授業の中で、予想を立てる時間や実験結果の考察など、

必ず考える時間を確保し、自分で考え、自分の言葉で

まとめられるようにさせる。

・学習の展開をパターン化し、結果を導き出したら、必

ず考察する経験を積んでいく。

６
年

・実験結果を基にして、既習と関連付けながら考察すること

が苦手な児童が多い。

・実験道具を正確に使用することができない児童が多い。

・学習したこととを日常と関連付けて振り返ることができる

児童と、そうでない児童の差が大きい。

・毎時間、既習や生活経験を基に、実験結果の予想を立

てるように促す。

・全員が実験道具を操作できるように、実験計画の工夫

をする。

・毎時間の振り返りとは別に、単元の振り返りの時間を

設け、振り返りをする経験と増やすとともに、よい振

り返りを紹介していく。

現状分析を受けて、４年間を通して理科で身に付けさせたい力とその方策
・事象から問題を見いだし、問題解決のため仮説を立て予想し、実験・観察方法を考え的確に行い、結果から論
理的に考え、結論を導く力。それらの活動を通して身につけた科学的な見方や考え方を活用して日常生活のな
かから問題を見いだし、問題解決を行い、的確に表現する力。

・中学年では、既習事項や生活体験を想起することによって、意図的に問題作りができるようにする。
問題、予想、実験・観察、結果、考察、結論といった理科の学習展開の流れを指導し、それぞれの場面で活動
することをおさえる。授業を、その流れに沿って行い、本時がどこにあたるのか十分意識させ意見交流しなが
ら問題解決するという流れを定型化する。そのパターンが定着するよう、板書やノートも統一する。

・高学年では、実験・観察の結果から論理的に考察し問題解決して結論を導くことが苦手な児童もいる。思考の
時間を十分にとり、結果から考えたことを自分の言葉で表現できるように指導したり、タブレットを活用して
自分で考え、自分の言葉でまとめたりする場面を設定する。さらに意見交流をして表現する機会を多く設け、
よりよい表現の方法を獲得したり、深い学びができるようにしたりする。また優れた考察や結論を紹介して参
考にできるようにする。

・デジタル教科書を活用し、実験や観察方法を視覚化することで、実験・観察技能を高められるようにする。



（５）生活科

【小学校】

現状分析 授業改善プラン

授業における課題（児童の実態・教師の指導上の課題） 具体的な授業改善案（手だて）

１
年

・友達と自分の考えを比べたり真似したりして、自分に合っ

た方法を考えることが難しい。

・草花にや虫など自然に関わりたいという思いがやや不十分

だと感じる。

・見付けたことや気付いたことを全体で共有する時間を

設け、教師が提示するのではなく、一緒に考えていく

時間を設定していく。

・興味にばらつきがあるので、日頃から、身の回りの動

植物を意識させていく。本や図鑑を教室に展示した

り、草花遊びの紹介をしたりして関心を高めていきた

い。

２
年

・生き物や植物に関わる活動が少ない。

・コロナ禍の影響で、見学や人と触れあう機会が減ったため、

体験が少ない。

・個々の気付きを共有し、表現させる活動の時間を確保でき

ていない。

・自然や生き物に関わる機会を増やす。また、クラスや

学年で育てられるものを検討し、生き物や植物に関わ

る機会を増やせるようにする。

・身に付けたことを生活に生かすことができるように制

作や実体験の時間を確保する。

・毎時間、共有や振り返りの時間を確保するために、１

時間の見通しをもって、活動に入れるようにし、考え

を共有する活動を行う。

現状分析を受けて、２年間を通して生活科で身に付けさせたい力とその方策
・自然や身近な生き物と繰り返し何度も関わる中で、よさやすばらしさに気付き、更に関わっていきたいという
願いを育てていけるようにする。

・自分自身や自分の生活において、見付ける、比べる、たとえる、試す、見通す、工夫するといった学習活動か
ら考えたことや気付いたことを言葉、絵、動作などの多様な方法で伝え合い、振り返る場を設定していくよう
にする。また、比べたり分類したりすることによって共通点や相違点などを確認し、気付きの質を高められる
ようにする。



（６）音楽科

【小学校】

現状分析 授業改善プラン

授業における課題（児童の実態・教師の指導上の課題） 具体的な授業改善案（手だて）

１
年

・楽しんで歌を歌うことができる。まねっこをしたり友達と気持ち

を合わせてリズムを打ったりする活動を楽しむことができる。

・曲に合わせてリズムを打つことが難しい。

・色々なリズムを体で表現して拍の取り方に慣れるようにす

る。また、リズム作りを積極的に行い、感覚的に理解でき

るようにする。

２
年

・楽しんで歌を歌ったり、拍に合わせて言葉を言ったりすることが

できる。音楽を聴いて体を動かす活動を工夫して楽しむことが

できる。

・友だちの演奏を最後まで興味関心をもって聴くことができない

時がある。

・常時活動に手拍子で拍を取り、拍に合わせて言葉を言う

活動を取り入れる。

・絵や図を表示し、視覚的に理解しやすいようにする。

・子どもたちの意見を写真に撮ってGoogleDrive に保存

し、次の授業で確認することができるようにする。

・友だちの演奏を聴いてまねをする活動を取り入れる。

３
年

・楽しく歌を歌ったり、歌に合わせて体を動かしたり手話をしたり

することができる。

・音楽を聴いて曲想の変化を感じ取り、曲全体の構成を聴き取る

ことができる。音楽を聴いて感じたことを体の動きで表現する

ことができる。

・リズムや音高を正しく演奏するのが難しい児童がいる。

・ipad を用いて自分の演奏を録画し、振り返ることができ

るようにする。

・曲の一部分を取り出して繰り返し練習し、演奏することが

できるようにする。

・リズム、音高、指遣いなど、一つずつ確認しながら学習で

きるようにする。

４
年

・元気よく楽しんで歌を歌うことができる。大声で歌ってしまう児

童が見受けられる。

・箏など、器楽の学習では、積極的に楽しんで取り組んでいる。拍

に合わせて合奏することが難しい児童がいる。

・旋律の流れに注目し、曲の構成を捉える学習に興味関心をも

ち、理解することが難しい児童がいる。

・美しい声でのびのびと歌えるように発声を繰り返し練習す

る。ipad で自分の演奏を録画し、振り返ることができる

ようにする。

・拍に合わせ、気持ちを合わせて合奏することの楽しさを伝

え、友だちの演奏を聴いて合わせることができるように

指導する。ipad で自分の演奏を録画し、振り返ることが

できるようにする。

・歌唱や器楽の活動などでも曲の構成に触れ、理解するこ

とができるようにする。ICT を用いて可視化する。

５
年

・美しい発声をすることができるが、全体的に声量が少ない。楽し

んで歌うことができていない児童がいる。

・器楽の学習では、演奏することを楽しんでいる。リコーダーの学

習では、指遣いや息の量の調節が難しい児童がいる。

・曲の構成に気付いて音楽づくりをする活動に興味関心をもてな

い児童が多い。

・発声を常時活動として行い、のびのびと歌うことができる

ようにする。歌詞の意味などを理解し、気持ちを込めて歌

うことができるようにする。

・リズム、音高、指遣い、タンギングなど、学習する内容を焦

点化し、一つずつ理解しながら学習を進めることができ

るようにする。

・ICT を用いて曲の構成を視覚化し、音楽づくりの活動に

興味をもてるようにする。

６
年

・楽しんで歌をうたったり、音楽に合わせて体を動かしたりするこ

とができる。

・器楽の学習では、演奏することを楽しむことができる。リコーダ

ーの学習では、指遣いを覚えられない児童がいる。

・鑑賞の学習では、旋律の変化に注目し、曲の構成を捉えて聴く

ことができる。

・歌詞の意味を理解し、思いをもって曲想に合った歌い方

ができるようにする。

・リズム、音高など学習内容を焦点化し、一つずつ理解しな

がら学習をすすめることができるようにする。曲の一部

分を取り出して練習し、演奏できる部分を増やしていく。

・音楽を聴いて感じたことを JamBoard などに記入し、共

有する。

現状分析を受けて、６年間を通して音楽科で身に付けさせたい力とその方策
・音楽を楽しむことができるように、体を動かす活動を多く取り入れる。
・楽しみながら美しい声で歌えるように発声の指導を行う。
・拍感を身に付けるために、拍に合わせて手拍子をしたり言葉を言ったりする活動を低学年のうちから取り入れ
る。

・学習内容を焦点化し、一つずつ理解することができるようにする。
・ICT を活用し、視覚化、意見の共有、ふりかえりを行う。



（７）図画工作科

【小学校】

現状分析 授業改善プラン

授業における課題（児童の実態・教師の指導上の課題） 具体的な授業改善案（手だて）

１
年

・のりや両面テープなどの道具を使うことに不慣れ

な児童が見られる。

・何を表そうかぼんやりと思いつくことはできてい

るが、それをどう表すか分からずにぼんやりして

しまう児童が見られる。

・材料や道具を使って、色や形を工夫して表すこと

を楽しむことができている。

・工作に表す活動の中で、道具を使う時間を十

分に確保し、慣れることができるようにする。

・参考作品がどのような手順でつくられている

か説明する時間をとるようにし、作業の見通

しをもつことができるようにする。

・材料にふれて感じたことを大切にすることで、

活動自体を楽しむことができるように指導す

る。

２
年

・道具や材料を使うことに不慣れな児童が見られる。

・記号的な絵柄を描く児童が多い。

・すでに絵に表す活動に苦手意識を持っている児童

が見られる。

・基礎的な技能については書画カメラを使って

全員で行う時間を設ける。

・様々な表現を鑑賞する時間を設け、発想を広

げる。

・それぞれの作品のよさを上手という言葉を使

わずに評価する。

３
年

・独創的な発想ができているが、それを表現する方

法を思いつくことができない児童が見られる。

・新しい技能に積極的に取り組むことができている。

・友達の作品を認め合う姿勢が身についていない児

童が見られる。

・さまざまな材料や道具を使っていくことで、

表現手段を選ぶことができるようにする。

・新しく見つけたことを共有する時間を設ける。

・友達の作品のよいところを言葉にして伝える

ように指導する。

４
年

・それぞれが思い思いに発想することができている。

・自分の発想を表現する方法を考えて工夫して表す

ことができる。

・造形あそびの場面などで、友達と協働的に活動す

ることができる。

・それぞれの発想を ipad で共有し、お互いに発

想を深めることができるようにする。

・表し方を工夫した作品をクラスルームで共有

するなどして、技能を共有し合うようにする。

・活動の様子をよく見て、子どもの考えをしっ

かりと見取るようにする。

５
年

・めあてに沿って発想することができる。

・試演を見て見よう見まねで新しい技術を習得する

ことができる。

・一度完成した作品を、さらに発想を広げてつくり

変えようとする意欲が見られる。

・作品づくりの自由度が高い題材に挑戦するよ

うにする。

・既習の技能を総合的に使って作品づくりをす

ることができる題材を実施するようにする。

・広い場所を使った造形遊びを行い、思いつい

たことを十分に試すことができるようにす

る。

６
年

・自分の発想に自信がもてず、作品を完成させられ

ないことがある。

・活動がめあてからそれてしまうことがある

・表現すること自体に積極的になることができない

児童が見られる。

・発想の段階でそのよさを児童に伝える時間を

設ける。

・毎時のめあてを明確にし、今日やることを確

認するようにする。

・国内外の作品を鑑賞することで、さまざまな

表現を知る時間を設ける。

現状分析を受けて、６年間を通して図画工作科で身に付けさせたい力とその方策

･ゼロから発想する力を付けるために、さまざまな作品にふれるようにする。

･多くの材料や道具にふれる時間を確保し、身に付けた技能から適切なものを選び取る力を付ける。

･自分の思いを自信をもって表現する力を付けるために、相互鑑賞の時間を多く設けるようにする。



（８）家庭科

【小学校】

現状分析 授業改善プラン

授業における課題（児童の実態・教師の指導上の課題） 具体的な授業改善案（手だて）

５
年

・手先の器用さ、生活経験など作業における個人差
が大きい。

・調理実習など楽しみにしている様子があるが、包
丁などの道具の使い方に慣れていない。

・玉結びや玉留めなおの手順を写真や書画カメ
ラで拡大して示すなど視覚資料を用意する。

・裁縫では、ペアーやグループでの教え合いの
活動を工夫して取り入れる。

・調理実習では、包丁の代わりにピーラーを用
意するなどスモールステップで道具に慣れて
いくようにする。

６
年

・裁縫など、道具の使い方や技能に個人差がある。 ・大きめの道具を用意したり、作業手順を掲示
したり、ICT 機器を上手に活用して手元がよ
り詳しく分かるような工夫をする。

現状分析を受けて、２年間を通して家庭科で身に付けさせたい力とその方策
・衣食住などに関する実践的・体験的な活動を通して、日常生活に必要な基礎的・基本的な知識、技能を身に付
ける。

・家庭生活を大切にする心情を育み、家族の一員として、生活をよりよくしようとする、実践的な態度を育てる。



（９）体育科

【小学校】

現状分析 授業改善プラン

授業における課題（児童の実態・教師の指導上の課題） 具体的な授業改善案（手だて）

１
年

・５０ｍ走ではまっすぐ走れない、マット運動では、転がっ

ている内にマットの外に出てしまう等、自分の身体を思っ

た通りに動かせない児童が多い。

・水泳学習では、「潜ることができる」「浮くことができる」

児童が半数に満たない。初めて大きなプールに入ったとい

う児童も多く、水遊びの経験の少なさが一つの要因ではな

いかと考える。

・多様な動きをたくさん経験できるようにする。

・水泳学習では、児童に抵抗感や恐怖感を与えずに、十

分な運動量を確保する必要がある。そのため、「宝探

し」や「水中じゃんけん」など、児童が夢中になれる

遊びを中心に授業づくりを行い、「遊んでいるうちに

水に慣れてしまった」となるよう指導する。

２
年

・運動経験の少なさから初めて行う運動を怖がる児童がいる。

・友達の作戦を理解することが困難な児童がいる。

・運動のコツをつかめない児童がいる。

・安全に配慮された場を設定し、簡単な運動から始め、

段階的に技能が求められる学習計画を立てる。

・体育ノートやミニホワイトボードを活用し、言語とも

のを使って伝えられるようにする。

・ICT 機器の録画機能を使い、運動のコツをつかんでい

る児童が映像と言葉で伝えられるようにする。

３
年

・運動のこつをつかめず技を習得できない児童が多い。

・日頃から運動している児童と、していない児童に体力の差

がある。

・運動経験の少なさから初めて行う運動を怖がる児童がいる。

・体育の動画を視聴して、体を動かすイメージをつかむ。

また、ICT 機器を使い、運動のコツをつかんでいる児

童の動きを録画して見せたり、自分の動きを録画して

比較したりできるようにする。

・安全に配慮された場を設定し、簡単な運動から始め、

段階的に技能が求められる学習計画を立てる。

４
年

・日頃運動経験が少なく、体力が不足している児童が多い。

・習い事で運動をしている子としていない子との技能の差が

大きい。

・ボールを投げるなど全身を使った複雑な動きに慣れていな

い児童が多く見られた。

・運動量の確保のため、説明を短くする。

・自分の動きの癖を把握するために ICT 機器活用して正

しいフォームを身につけることができるようにする。

５
年

・運動を好まない児童と普段から運動をしている児童の体力

の差・技能の差が大きい。

・好きな運動に偏りがある。

・両手で投げる児童がいるなど投げる力に課題がある。

・技能面に関しては、iPad を利用して、自分の動きを

見せてどうなっているか自分で検討できるようにし

たり、グループで、アドバイスし合えるようにする。

・様々な運動の特性に触れさせ、楽しさを味わわせる。

・投げ方の基本など基礎から振り返り、投げる力を高め

ていく。

６
年

・苦手な種目には、積極的に取り組むことができない。

・思考を伴って作戦を立てたり、練習を工夫したりすること

が苦手な児童が多い。

・機械運動（マット、跳び箱）では、能力差が大きい。

・授業の前半には、基礎的な動きを取り入れた練習を全

体で行うことで、「できる」経験や感覚を積み重ねて

いく。

・ミニホワイトボードを用いた作戦盤を用意し、考えを

視覚化させながら作戦会議ができるようにする。

・機械運動意図的グループ分けをし、iPad で動きを撮

影したものを基に、児童同士で教え合いができるよう

にする。

現状分析を受けて、６年間を通して体育科で身に付けさせたい力とその方策
・運動量の確保ができるよう、体育の時間で教師の説明に時間を使うのではなく、実際に運動する時間を十分に
確保する。また、プレイタイムも安全に活動できるよう担任が指導する。

・自分の体の動きやチームプレイ時の連携等を改善するために、積極的に ICT 機器を活用する。
・運動に出会ったり、よりよい動きを知ったりする機会を設けるために、特別授業を実施する。
・春・秋・冬に体力向上週間を設け、体を動かす機会をつくる。
・前年度のスポーツテストの結果を児童が把握し、目標をもって取り組むように授業を計画する。



（10）外国語活動・外国語科

【小学校】

現状分析 授業改善プラン

授業における課題（児童の実態・教師の指導上の課題） 具体的な授業改善案（手だて）

３
年

・意欲的に発話をしたり、聞き取ったりする児童が多い。

・自信をもって発話できない児童がいる。

・授業時間内の児童の評価が十分ではない。

・言語活動を充実させるために、児童の興味関心や日常

生活に関連するゴールを設定する。

・評価計画をたて、ＡＬＴと連携して評価を行う。

４
年

・意欲的に発話したり、聞き取ったりする児童とそうでない

児童の二極化が見られる。

・自信をもって発話できない児童がいる。

・授業時間内の児童の評価が十分ではない。

・言語活動を充実させるために、児童の興味関心や日常

生活に関連するゴールを設定する。

・評価計画をたて、ＡＬＴと連携して評価を行う。

５
年

・積極的に発言、撥音する児童とそうでない児童の差が大き

い。

・自分が考えたことや言いたいことを英語で表現することが

難しい児童がいる。

・皆の前で外国語で話す事を恥ずかしがる児童がいる。

・学級担任とコミュニケーションをとり、児童理解や授

業運営に生かす。

・歌やチャンツも活用し、その単元で学習する表現や単

語を繰り返し振り返る。

・児童全員で繰り返し撥音し、外国語で話すことへのハ

ードルをさげる。

６
年

・意欲的に授業に参加することができない児童がいる。

・単元で学習する表現や単語がなかなか定着しない場面があ

る。

・習った表現通りは話せても、自分の考えで話す事が難しい

児童もいる。

・学級担任とコミュニケーションをとり、児童理解や授

業運営に生かす。

・歌やチャンツも活用し、その単元で学習する表現や単

語を繰り返し振り返る。

・児童の撥音や発言の機会を増やし、児童がスムーズに

話せるようにする。

現状分析を受けて、外国語活動・外国語科で身に付けさせたい力とその方策
・学習した単語や表現方法を使いながら、ジェスチャーなども活用して、自分のことや自分の考えを表現できるようにする。

・中学校で学習する外国語にスムーズに移行できる基礎力を身に付ける。

ＡＬＴの活用の工夫
・発音やリスニングにおける模範。

・児童がグループワークなどで話す、書く活動の際の児童に合わせた個別指導。

・児童が英語表現を考える際の例提示。

・外国語や世界の話題での知識、経験の共有。



（1１）特別の教科 道徳

【小学校】

現状分析 授業改善プラン

授業における課題（児童の実態・教師の指導上の課題） 具体的な授業改善案（手だて）

全
学
年
を
と
お
し
て

・教材文を読んで、内容を理解できず、価値項目を考えるま

でに至らない児童がいる。

・教材文が長文で難しいため、内容を理解しきれず、価値項

目を考えるまでに到達することが難しい児童がいる。

・自分事として捉えて考え直すことが難しい児童がいる。

・道徳の時間で考えたことを実生活に生かそうとする児童が

少ない。

・自分の意見が正しいと意固地になる児童がいる。

・教材の場面絵を PowerPoint でまとめ、紙芝居のよう

に読み聞かせし、教材文の内容を理解できるようにす

る。

・教材文が難しすぎる場合は、あらすじをまとめたり、

場面絵を用いて細切りにして教材を提示したりする。

・展開後段に入る際には、前段からゆったりと移行して

いき、登場人物に自己投影しながら自身を振り返られ

るように発問の工夫をする。

・自分事として捉えた考えを板書や ICT 機器による情報

共有ツールを使って提示し、他の児童の考えが分かる

ようにする。

・道徳の時間で学んだことをふり返られるよう、内容項

目と主題を教室に掲示し、授業でも取り上げる。

・行事や当番活動など、自分たちの生活と結びつけて教

材を扱い、議論を通して考えの多様性を認めるように

する。

現状分析を受けて、６年間を通して特別の教科 道徳で身に付けさせたい力とその方策

・挿絵や PowerPoint、BGM などを活用することで教材提示工夫することで教材の内容理解を図ると共に価値項目
ごとに自分事として考え学習出来るようにする。

・教員が教科横断的な視点をもちつつ、学校生活の中で価値項目を意識した声掛けを行う。児童が道徳的価値を
意識して、時や場に応じて行動できる力を養う。


