
令和３年度授業改善プラン

中野区立桃花小学校

１ 全体計画

学校の教育目標 地域の未来を担う子

体：からだのけんこう 徳：こころのやさしさ 知：まなびをきわめる

令和３年度学校経営方針
○ 「子どもファースト」を常に意識し、豊かな教育活動を想像する。

○ 子どもの良さを見つけ、褒めて認めて、自尊感情を高める。
○ 当たり前のことが堂々ときちんと実行できる。

本校の捉える「確かな学力」 ・各教科での基礎的な知識・技能
・習得した内容を活用するための思考力・判断力・表現力

「確かな学力」育成のための指導の重点 ・児童一人ひとりが主体的に学習に取り組む態度
・集団として学び高め合うための指導の充実
・課題解決的な学習や体験的な学習の充実
・指導と評価の一体化
・評価規準に基づく個の見取りと個に応じた指導の充実

令和３年度の指導の重点

＜各教科＞
課題解決的な学習や体験的な学習を重視しながら､「思考・判

断」した内容について、進んで「表現」する児童を育てる。
タブレット端末等のＩＣＴ機器を有効に活用し、個に応じた指導を
充実させ、基礎・基本の定着を図る。

＜特別の教科 道徳＞
思いやりの気持ちをもって行動する児童を育成する。

全教育活動を通して道徳性を育む。年間指導計画に基づき、地域
の人材を活用しながら、道徳科の時間の充実を図る。

＜特別活動＞
学級活動・児童会活動・クラブ活動・学校行事を通して、意図

的・計画的に異学年との交流を深め、望ましい人間関係を築こう
とする自主的･実践的な態度を育てる。

＜総合的な学習の時間＞
地域の「ひと・こと・もの」とのかかわりを通し、各教科との関連

を図りながら、課題をたてて解決する力、様々な人とかかわる力、

考えをまとめて分かりやすく表現して発信する力を育む。

＜生活指導＞
「桃花しぐさ」に重点を置いた取組を行う。人とのかかわりの第一

歩である「あいさつ」を核に、コミュニケーション能力を高め、社会
の一員としての自覚をもたせ、社会に貢献する気持ちを育ててい
く。

＜進路指導＞
児童一人一人が自分のよさを知り、働く喜びを体験することで、

意思決定能力を育て、社会生活に適応した生き方を進んで考え、

自分で進路を選択できる素地を養う。

授業改善の視点

指導内容・指導方法の工夫
・少人数指導や学年ＴＴの充実を図る。
・自分の考えを伝え合い、学び合う活動の継
続を図る。

・６年生の教科担任生（国語、社会、算数）を
後期から実施し、授業の充実を図る。

教育課程編成上の工夫
・体力向上プログラムに基づく、年２回の体力
向上月間において、１年を通して指導の充実
を図り、健康な心と体を育てる。
・朝読書の時間を継続的に取り、読書活動の

充実を図る。

評価の工夫
・１単位時間の指導事項を明確にして、指導
と評価の一体化を推進する。

・自己評価や相互評価の効果的な活用を図
る。

校内研究・研修の工夫
・本年は校内研修とし、各教科の新学習指導
要領のポイントや、ＩＣＴの活用方法等を学
び、授業改善に活かす。
・算数科の授業研究を国立大学付属小や区
教育委員会と連携して進める。

中学校との連携
・6 年生で教科担任制を一部導入し、中学型
学習形態を意識させる。

・教科担任制を行っている教科及び外国語に
ついて乗り入れ指導を行い、中学との連携

を図る。
・基礎的基本的な学力の9割定着を目指す。

家庭・地域との連携
・地域の人材（保護者、民生児童委員等）の
活用を図る。

・２回の通知表と面談を通して家庭との連携
を深める。

学力向上に向けた任期付短時間勤務教員の活用

○ TT として各学年の算数授業の支援を行う。
○ ２年～６年対象の放課後補充教室の企画、運営及び指導を行う。



２ 各教科における授業改善プラン

（１）国語科

【小学校】

国語科の重点
① 校内研究で培ってきた「書くこと」領域での指導方法を生かし、「書く力」を育む。
② 各領域において、学習の系統性を重視し、螺旋的・反復的に繰り返しながら学習を行い、能力の定着を図る。
③ 授業を通して、基礎的・基本的な知識・技能の習得を図る。習得した内容は、授業だけでなく家庭学習でも活
用できるようにする。

令和３年度「中野区学力にかかわる調査 国語」の結果より
思考・判断・表現及び主体的に学習に取り組む態度はほぼ目標値を上回っている。しかし、学力の二極化が見ら
れ、習熟度の低い児童に十分に知識・技能が身に付いていない。
そこで、とくに重点③については系統的に取り組む。場合によっては、下の学年に遡ってくり返し学習する場面を設
定する。

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

・「読むこと」の学習には、
意欲的に取り組む児童
が多い。物語の場面の
様子を想像したり、音読
のしかたを工夫したりで
きている。

・「書くこと」の学習では、
ひらがなや助詞・句読
点の使い方に課題のあ
る児童がいる。プリント
などを使って繰り返し練
習をしたが、つまずきが
見られる児童がいる。

・「話すこと・聞くこと」で
は、伝えたい内容を決め
て、伝えることができて
いる。一方、相手の方を
見て内容を捉えて話を
聞くことについては、課
題のある児童がいる。

・言葉に興味をもって意欲
的に取り組んでいるこの
時期に、語彙を増やして
いく必要がある。

・ひらがな（特に濁音、半濁
音）正しく書くこと、長音・
拗音・促音・撥音などの
正しい表記の仕方が定着
するよう指導法を工夫す
る必要がある。また、自分
が書いたものを読み返す
習慣を身に付けさせる必
要もある。

・相手が伝えたいことを捉え
ようとする姿勢を見つけさ
せる工夫をする必要があ
る。

・国語科の授業や他の教科においても、児
童が分からない言葉に反応した際には、
少し時間をとって意味を教えたり一緒に
考えたりする。また、新しく学んだ語彙を
使って話したり、児童が日常で使ってい
る姿を取り上げたりして価値づけてい
く。

・日常的に生活科の観察カードや物語の
感想文を書く活動を取り入れ、文章を書
いたり読み返したりする活動に慣れさせ
る。また、モデル文を提示し、文章を書く
ことに苦手意識をもっている児童も取り
組みやすいようにする。長音・拗音・促
音・撥音などは、単元の学習で取り扱っ
た後にもプリントやノートを活用して反
復練習をする。

・国語の授業で習得した話し方・聞き方の
基本的な知識・技能の習得を確実なも
のにするために、話し方・聞き方の指導
を他教科でも繰り返し行っていく。また、
児童の発言を教師が繰り返して言うで
はなく、他の児童に言わせてみる。

２
年

・「話すこと・聞くこと」で

は、積極的に手を挙げた

り、話したりする児童が

多く見られる。自分の意

見ばかりで無く、友達の

話してることに興味をも

って聞いていた。

・「書くこと」では、自分の

・意欲を継続できるよう、友

達への関心を生かした場

の設定や、学習の進め方

を工夫する必要がある。

・語彙力を高めるため、文章

を読むときに、言葉の意

味や言葉の使われ方を理

解しながら進めていく必

・少人数での発表、全体の前での発表な

ど、「話す・聞く」場にもバリエーションを

もたせる。また、「話す・聞く」単元以外

でも、友達との関わりの中で自分の活

動を深める時間を確保する。

・文章を丁寧に読み、イメージし、たくさん

の言葉を覚えられるよう働きかけてい

く。



書きたいことはあるが、

構成を意識していなかっ

たり語彙が乏しかったり

するため、まとまりがな

く、薄い文章になってしま

いがちである。

・「読むこと」では、話の内

容に興味をもって読んで

おり、登場人物の心情や

説明文の答えを探す事

などに積極的に取り組む

事が出来る。

要がある。

文章を書くときに必要な知

識や技能を身に付けること

ができるよう、事前の指導

方法を工夫する必要があ

る。

・より自主的な読み取りが

出来るよう、一時間の流

れを工夫する必要があ

る。

作文の前に、取材カードや作文メモ等を

充実させる時間をしっかりと確保し、事前

指導を丁寧に行う。

作文の時間には、モデル文を用意し、メ

モをどのように文章に生かすのか、また、

どのように構成していくのかを分かりや

すく提示する。

下書きの段階で、指導や友達からのアド

バイスを受けられるように時間を設ける。

・教師主導ではなく、児童が読み取りのポ

イントを探したり、場面分けをしたりする

活動を取り入れる。

３
年

・「話すこと」「聞くこと」で

は、話し手が知らせたい

ことを落とさないように

聞いたり、相手の話に関

心をもち、質問している。

・単元の内容によって異な

るが、「読むこと」では、

物語文への興味・関心が

比較的高い。場面や登場

人物の様子を想像して読

もうとしている。

・「書くこと」については、

指定された長さで文章を

書いたり、経験したこと

から書くことを見つけ、文

章を書いたりすることに

苦手意識をもつ児童が

多い。

・漢字の学習については、

新出漢字に興味をもって

いるが、定着するまで粘

り強く学習することが難

しい児童もいる。

・自分の考えや思いを発表

したり、文章を書いたりす

るときに必要な語彙を増や

したり、的確な言葉を見つ

けたり、文章の組み立てを

主体的に考えられるような

指導の工夫を考える必要

がある。

・児童が作文等、自由に書く

活動の際には、手が止まら

ないような指導の工夫を

考える必要がある。

・基本的な知識や技能が身

に付くよう、反復練習に取

り組む時間や機会を設け

る必要がある。

・文章を丁寧に読み、イメージし、たくさん

の言葉を覚えられるよう働きかけていく。

また、分からない言葉や新出漢字を辞書

で調べたり、実際に自分でその言葉を使

用したりする機会を設け、語彙を増やす。

・文と文や、段落と段落の繋がりを意識し

ながら文章を読み進めるような授業展開

を行っていく。

・「初め」「中」「終わり」の文章構成を分

かりやすく板書したり、豊かな表現をし

ている児童の日記・作文をモデルとして

紹介したりして「書くこと」への意欲を高

められるようにする。作文の作成後は、

児童間で交流させ、よいところや表記の

誤りをチェックし合えるような場を設け

る。

・漢字の学習を定着させるために、「へん」

「つくり」で仲間分けをしながら学習を

進めたり、間違えた部分の反復練習をし

たりする。



４
年

・「書くこと」に苦手意識を

もっている児童は、書き始

めに多くの時間を費やし

てしまう。書くことに対し

て苦手意識をもつ児童も

多く、個人差が大きい。

・「読むこと」については、

場面や登場人物の様子

を想像して読む力が身に

ついている児童が増えて

きている。一方、意見と事

実を読み分けることを苦

手とする児童が多い。

・漢字の学習については、

新出漢字に興味をもって

いるが、定着するまで粘

り強く学習することが難し

い児童もいる。

・まじめに授業に取り組む

児童が多いが、主体的に

考え、発言する児童と授

業に対して消極的な児童

とで二極化している。

・自分の考えや思いを発表

したり、文章を書いたりす

るときに的確な言葉を見

つけたり、文章の組み立て

を主体的に考えられるよう

な指導の工夫を考える必

要がある。

・段落の意味を考えて文章

構成を理解する力、表や

図と文章の内容を関連づ

けて内容を読み取る力を

児童が身に付けられるよ

うな指導の工夫が必要で

ある。

・漢字を書くことや、言葉の

意味の理解や使い方が定

着するような指導が不十

分である。

・文章を丁寧に読み、イメージし、たくさん

の言葉を覚えられるよう働きかけていく。

また、分からない言葉や新出漢字を辞書

で調べたり、実際に自分でその言葉を使

用したりする機会を設け、語彙を増やす。

・「初め」「中」「終わり」の文章構成を分

かりやすく板書したり、豊かな表現をして

いる「書くこと」への意欲を高められるよ

うにする。作文の作成後は、児童間で交

流させ、よいところや表記の誤りをチェッ

クし合えるような場を設ける。

・「読むこと」については、説明的文章を中

心につなぎ言葉や文末表現等に着目し

て読む習慣を身に付けさせる。また、段

落ごとに小見出しをつけたり内容を要約

したりすることで文章の内容や構成につ

いて理解を深められるようにする。

・漢字の読み、書きを分けて学習したり、間

違えた部分の反復練習をしたりする。

５
年

・「書くこと」については、

相手意識・目的意識をも

って意欲的に取り組む姿

が見られる。一方、筋道

の通った文章となるよう

に、文章全体の構成や展

開を考えることには課題

がある児童が多い。

・「読むこと」については、

場面や登場人物の様子

を想像して読む力がつい

てきた。説明的文章では、

文章と図表などをもとに

必要な情報を収集した

り、論の進め方について

考えたりすることには課

題がある児童が多い。

・漢字や言葉の学習は、定

・「書くこと」の領域では、自

分の考えを適切に表現す

るために、どのような文章

にするべきかをより思考さ

せ、自分の考えや思いを書

くための知識や技能を身

に付けるために、指導の工

夫が必要である。

・「読むこと」では、文章と図

表などを関連付けて読む

力が弱い。筆者の論と図

表がどのように関連してい

るのかを読み取る指導をし

ていく必要がある。

・漢字を書くことや、言葉の

意味の理解や使い方が定

着するような指導を積極

的に行う。

・児童が自身の考えを伝えるためにはどの

ように構成していく必要があるか考えさ

せていく。そのために、ウェビングマップ

やフローチャートなど、児童の思考を整

理するのに効果的な方法を取り入れる。

また、自分が書いた文章が相手に伝わる

のか、友達同士で読み合った後に自分の

文章を推敲させる活動をする。

・「読むこと」については、説明的文章を中

心に接続語や文末表現等に着目して読

む習慣を身に付けさせる。また、段落ごと

に小見出しをつけたり内容を要約したり

することで文章の内容や構成について理

解を深められるようにする。

・定期的に漢字の小テストや 50 問テスト

を行う。その際に、事前に予告をし、合格

点を設けることで意欲的に学習に取り組

めるようにする。



着している児童とそうで

ない児童の差が大きい。

６
年

・「聞くこと」では、児童が

目的意識をもって学習

に参加できていないこと

がある。

・「書くこと」では、グルー

プで話し合いをしたり、

資料をもとに調べたりな

がら意見文や提案分を

書く学習に取り組んでき

た。その中で、自分で考

えて文章を作成できる

児童が増えてきている。

・読書では、自分で本を選

び、落ち着いて読書をで

きる児童が多いが、一方

で 5 分程度で飽きてし

まう児童もいる。

・「聞いて考えを深めよう」

など、話し合い活動では、

なぜ伝えるのか、何を交

流すのかを明確に示すこ

とができていない。目的

意識をもたずに話し合い

をしているときは、対話的

活動にはなっていない。

・日常の作文指導の中で、

指導者が観点を持って推

敲指導を行う機会を増や

す。

・それぞれの単元で身に付けたい力を明

確にすることで、目的をもって学習させ

る。根拠を明らかにしながら読み取りを

行うよう授業の構成の工夫をする。

・書くことの単元の中でも、「思い出を言葉

に」を卒業文集の作成と関連付けて授

業を行う。その中で、推敲カードを用意

する。文末表現や、常態、敬体だけでな

く、比喩など表現方法の工夫も意識でき

るカードにし、児童が推敲できる力を高

めるようにする。



（２）社会科

【小学校】

社会科の重点

① 社会的事象に関心をもち、進んでかかわり、それらの意味、働きを多面的に考え、公正に判断できるようにす

る。

② 習得すべき基礎的･基本的な知識･概念や技能を明確にする。また、各種の資料を効果的に活用し、社会的事

象の意味などを解釈したり事象の特色や事象間の関連を説明したりするなどの言語活動を重視する。

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

・社会科という教科に慣れは
じめ、学校の周りや中野区
の様子を学ぼうという意欲
はみられる。

・地図や資料を様々な観点
から読みとり、地形や土地
の使われ方などの特徴に
ついて気づくことができる
ようになってきた。

・四方位について学習し、方
角を東西南北で表せるよ
うになってきた。

・地図や資料を正確に読み
取る力が定着するような
指導の工夫が必要であ
る。

・地図上の位置を示す際
に、児童が適切に方位を
使えるような指導の工夫
が必要である。

・中野区の社会的な変容や、地域の出来
事をとりあげ、児童と話し合う場を設け
て、社会的な関心高めていく。

・資料や地図を読み取る際は、読み取る観
点を全体で共有してから、十分な時間を
取る。教師は机間指導をし、観点を確認
させたりよい気づきをしている児童の記
述を全体に共有したりする。

・普段の教師の話の中で、位置や場所を
指示するときは、意識的に「東西南北」
の表現を使用するようにする。その際、
子供が教師の指示を正しく理解できる
ように配慮する。

４
年

・社会科で学習する内容と生
活経験を結びつけて、話し
合いながら学習課題を立
てることはできている。

・学習を通して、生活を振り
返り、自分たちにできるこ
とを具体的に考えられる児
童が少ない。

・複数の資料を読み取った
り、関連付けたり、読み取
ったことを自分の言葉でま
とめたりすることに課題が
ある。

・２つ以上の複数の資料か
ら必要な情報を正確に
読み取れるようになるた
めの指導が不十分であ
る。

・調べて分かったことを自
分の言葉で短く分かりや
すくまとめることや、自分
の身近な生活とつなげて
考えをもてるような場面
が少ない。

・児童の生活経験をもとに学習問題、学習
計画を立て、見通しを持って学習に取り
組めるようにする。

・図やグラフなどの資料から正しく情報を
読み取ることができるよう、事実と自分
の考えを分けて書かせるようにする。ま
た、情報を読み取る機会を増やす。

・学習したことのまとめを交流し、工夫した
まとめ方を価値付け、紹介することで、
自分の考えを書いたり、工夫してまとめ
ることが苦手な児童にとっての手本とな
るようにする。

５
年

・単元のまとめでは自分なり
に分かりやすく工夫してま
とめている。

・図やグラフなどの資料を自
分で読み取り、自分の言葉
でまとめることに課題が見
られる。
・また学習用の iPad が普及
しインターネットで情報を
手軽に調べられるようにな
った一方でに安易に情報

・児童の疑問や願いをうま
く引き出せず、教師指導
になってしまっている単元
がある。
・図やグラフなどの資料を
を適切に読み取ったりで
きるような指導が不十分
である。
・インターネットで情報を調
べる際の指導が不十分
である。

・児童の気づきや調べたいと思ったことか
ら学習問題を作り、進める。また児童が
考えたくなるような発問を吟味する。

・図やグラフなどの資料から正しく情報を
読み取ることができるよう、資料を読み
取る機会を増やす。

・インターネットで情報を調べる際にはいく
つかの情報を比べ、正しい情報を選択
できるように指導する。



を選択してしまう児童もい
る。

６
年

・問題解決的な学習を進め
る上で調べたことについて
の要点を整理できるように
取り組んでいる。

・問題解決のヒントとなる情
報を教科書や資料集など
から抜き出すことのできな
い児童がいる。(Q と A の
不一致)

・１時間の授業の要点を自
分の言葉で整理する際
に、ねらいとしていること
をどの児童もおさえられ
るような指導の充実が必
要である。

・児童が「なぜ」「どうして」
という疑問をもてるよう
な導入が課題である。

・授業のめあてを明確にし、キーワードや
重要な点を明らかにし、写真資料がグラ
フなど視覚的な情報を掲示しながら１時
間の授業を進めていく。

・「なぜ」「どうして」と感じる視点を全体で
共有し、自分でも視点をもつことに慣れ
ることができるようにする。

・問題を正しく把握し、それに対する答えを
自分の力でまとめられるよう、友達と交
流したり、教員が手本を示したりする。



（３）算数科

【小学校】

算数科の重点

① 既習事項や体験を生かして基礎的・基本的な知識・技能を確実に身に付けさせる。

② 根拠を基に筋道を立てて考える数学的な思考力・表現力を育て、学ぶ意欲を高める。

令和３年度「中野区学力にかかわる調査 算数」の結果より
全体としては平均正答率や目標値など全てにおいて区の平均よりも平均を上回った。しかし、主体的に学
習に取り組む態度が区の平均より低い学年は知識・技能、思考・判断・表現ともにとの平均を下回った。
逆に、主体的に取り組む態度が高い学年は、知識・技能、思考・判断・表現も平均より高いことがわかっ
た。このことから、学びへ向かう意欲を高める導入の工夫や活動、思考場面を取り入れ、わかる・できる
実感を日々の学習で味わわせていく。

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

・ブロックや指を使って計
算している児童が多い。

・自力解決に向けて支援
が必要な児童がいる。

・個人差が大きく、算数的
な事象を日常の生活に
適応したり、文章題を解
いたりする力が弱い。

・個人差が大きいので、加法
や減法の計算について、
どの児童も半具体物を用
いなくても早く正確に計
算できるようにするための
指導の充実が課題であ
る。

・文章題を読んで場面を理
解し、正しく立式できるよ
うにするための指導の充
実が課題である。

・自分の考えを具体物や半具体物などを
操作しながら考える場面をより多く取り
入れ、数や量についての感覚を豊かに
する。

・プリント、ドリル、計算カードを活用し、既
習の計算の反復練習を行う。文章題の
場面を図に表したり、ポイントとなる言葉
を丁寧に読み取る練習を繰り返したりし
て自力で立式する力をつける。

２
年

・計算力など、基礎学習の
知識・技能は概ね身に
ついているが、それを活
用する力が弱い。特に計
算のきまりを理解し、必
要に応じて使い分けるこ
とや、文章題の内容を理
解して立式したり、答え
を求めたりすることに苦
手意識をもつ児童が多
い。

・計算は、加法は理解して
いる児童が多いが、減
法になると正答率が下
がる。

・｢長さ」や「水のかさ」の
単位換算の学習が充分
に身についていない児
童が多い。

・個人差が大きいため、算数
を得意とする児童と苦手
とする児童の差が開かな
いような指導の工夫が必
要である。

・文章題への苦手意識が強
いことから、一人一人が
問題場面を理解し、自信
をもって課題に取り組む
ことができることを目指し
たい。そのため、問題把握
の場面で問題解決の見
通しがもてるような手立て
を講じることが必要であ
る。

・具体物や半具体物を用意し、算数に苦手
意識をもつ児童が、必要なときに、それ
らを主体的に活用して問題に取り組む
ことができるようにする。また、計算問題
に取り組ませる際には、具体物や半具
体物を操作させることのほかに、図をか
かせるようにすることで、計算の流れを
捉えやすくする。

・授業の導入で前時の振り返りをすること
で、既習事項を意識させ、それを活用し
て問題解決していくための見通しをもた
せる。

・考えを伝え合う活動を授業の中で、自分
以外の考えを取り入れることで、自分の
考えを広げたり、理解を深めたりできる
ようにする。



３
年

・学力調査の結果から、ほ
とんどの出題に対して本
校の 3 年生の正答率は
全国正答率を上回ってい
るが、引き算やかけ算九
九、測定や図形の領域に
おいて全国正答率を下
回っている。特に長さの
読み取りと、三角形に関
する出題では、全国正答
率を10ポイントも下回っ
た。
・基礎的な四則計算や、図
形の定義において習熟
度に差がある。

・既習した内容について振り

返って学習する機会を設け

る必要がある。

・基礎的な四則計算の習熟

度を学年相応まで高めるこ

とが出来るよう、指導する

必要がある。

・他教科においても、測量をする際には丁
寧に指導していく。

・図形の模型を見たり、それに触れたりす
る機会を増やすことで、図形についての
知識・理解を高める。また、用語につい
ては教室掲示や学習プリントを活用して
確実に習得できるよう指導する。

・ノートの内容や学習の様子などを記録
し、個々の理解度を確認する。

・繰り返し計算問題に取り組むことができ
るよう、学習プリントを活用する。

４
年

・学力調査の結果から、４
年生全体として全国平均
正答率を超えていた。
・「足し算・引き算」、「長
さ・重さ」の項目では、平
均との差が小さく、理解
できていない児童が比
較的多いと思われる。ま
た、かけ算の３桁×２桁の
筆算が唯一平均を下回
り、無回答が多かったこ
とから、応用ができてい
ない事が考えられた。
・各学級の「教科の評定と
正答率を」から、算数が
比較的得意な児童と苦
手な児童との２極化が見
られ、中間層が少なかっ
た。

･個人差が大きい。算数が苦
手な児童の原因は、能力
的な問題なのか、怠惰の
問題なのか、各担任が分
析して考え各児童の目標
を設定していく必要があ
る。

・一斉指導と個別指導のバ
ランスを考えた１単位時
間の指導を工夫したり、
個に応じた対応を検討し
たりすることが必要であ
る。

・基礎的な計算力の向上を
図るための指導法を工夫
する必要がある。

・前学年や前単元の内容に立ち戻った学
習を取り入れながら単元の学習を進め、
学習内容の定着を図る。
・机間指導の際に、つまずきのある児童を
個別に支援することで、学習内容の理解
を図る。
・理解できている児童には、教え合いの活
動を行うようにさせる。
・放課後補充教室を活用し、基礎的な計算
力の向上を図る。

５
年

・「A 数と計算」では、基本
的な四則演算が身につ
いている児童が多い、一
方、計算の決まりの理解
が乏しい児童がいる。

・除法の意味が理解でき
ていない児童がいる。

･個人差が大きいので、一斉
指導と個別指導のバランス
を考えた１単位時間の指導
を工夫したり、個に応じた対
応を検討したりすることが
必要である。

・補充学習の時間を活用し、理解に時間の
かかる児童を個別に指導したり、授業中
における児童同士の教え合いを授業の
中で取り入れていく。
・夏期補充教室や放課後補充教室を活用
し、基礎的な計算力の向上を図る。

６
年

・分数のかけ算、わり算の
計算や、日の求め方の仕
方を理解している児童
と、数の概念や分数の仕
組みついて理解できてい
ない児童がいる。

・クラス内での個人差が大
きいため、一斉指導の中
で個に応じた指導を工夫
する必要がある。

・任期付短時間勤務教員を活用したり、理
解に時間のかかる児童を個別に指導し
たり、児童同士の教え合いを授業の中で
取り入れていく。
・これまでに学習した計算の仕方について
は、反復練習をするようにし、様々な場面



で活用できるようにしていく。

習熟度別少人数指導の充実に向けて
レディネステストを実施し、児童の実態を把握した上でクラス分けを行っている。それまでの学習をどの程度振り返

ってから問題解決を行うかや自力解決のゴールをどこに設定するかといったことについて、習熟度別で工夫してい
る。
任期付短時間勤務教員は個別指導が必要な児童のいるクラスを中心に指導している。また、各クラスの様子を見

て、それぞれのクラスの状況や児童の実態を把握をすることで、各クラスの情報を共有したり授業改善につなげたり
する役割を担っている。



（４）理科

【小学校】

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

・観察や実験に意欲的に
取り組んでいる。観察・実
験では、児童の疑問や調
べたいことを基に問題を
作っているため、予想か
ら考察まで関心をもって
学習している。
・問題に対する結果や考
察は、技能に個人差があ
り、正しい結果や結果か
ら考察を出せない児童が
多い。
・虫眼鏡や方位磁針など
の実験器具については興
味をもって使っているが、
正しい使い方ができてい
ない。

・観察や実験を行う際、問題
に沿って結果を導き出せる
ようにノート指導を充実さ
せる必要がある。
・実験後に話し合いをもち、
結果を十分共有したり、考
察で再実験が必要な場合
は実験を見直したりする機
会が少ない。
・正しい結果を導き出せるよ
うに実験器具の使い方や
実験方法を確認する時間
が不十分である。

・予想をもち、観察・実験の方法を考え、実
験を行い、分かったことを得て、考察をす
るという流れを繰り返すことで、問題解決
の能力と態度の育成を図る。また、観察
や実験の視点を明確にできるようにノー
トや観察カードに助言を入れていく。
・観察や実験を通して気付いたことを自分
の言葉で表現できるように指導していく。
友達の考えを共有する時間を確保し、相
違点や共通点から結論づけることで実感
を伴った理解へとつなげる。
・観察や実験に必要な器具を児童全員が
身に付けられるよう支援していく。

４
年

・自然事象について、興
味・関心をもって観察や
実験に取り組んでいる
が、気付いたことや知って
いることから、さらに疑問
点を広げて学習問題を立
てたり、根拠をもって予
想・仮説を立てることが
難しい。

・実験を行う際、どのよう
に実験をすれば確かめら
れるのかを考え、目的を
理解して実験を進めるこ
とが難しい児童がいる。

・観察や実験を行う際、既習
事項や生活経験を基にして
予想・仮説が立てられるよ
う、学習計画の工夫をする
必要がある。

・問題解決の流れが定着さ
せられていない。

・導入部分で既習内容の復習をしたり共通
体験を取り入れたりすることで、自ら問題
をも見いださせ、さらに、予想・仮説を立
てる際の根拠をもたせやすくする。
・予想・仮説を立てるのが難しい児童に対
しては、キーワードの提示を行ったり友達
の書き方を参考にしたりする時間をとった
りして書き方を指導していく。

・「問題作り」「仮説(予想)」「実験方法」
「実験結果」「考察」「結論」の流れを繰
り返し行うことで、問題解決の課程を把
握させる。また、ペアやグループ、学級全
体での話合いを繰り返し行うことで、一
人ひとりが実験方法を吟味する時間を
設定する。

５
年

・コロナ化のため実験、観

察に取り組むことが難し

かった。そのため実験結

・実験ができないことで、実

感を伴った学習ができなか

ったことに課題が残る。

・観察実験等、できなかったことに関して

は、後期の授業の中で、再度繰り返し学

習の振り返りを行ったり、ワークシートに

理科の重点

① 児童の諸感覚を働かせるような体験を児童が主体的に問題を見い出す学習活動を重視する。

② 児童が見通しをもって観察・実験を行い、その結果を整理し考察し表現する活動を重視し、問題解決の能力と

態度の育成を図る。

③ 学習内容を実生活に関連付けることで、自然の事物・現象について実感を伴った理解を図る。



果からその後の動きを予

想したり、結び付けて考

えたり、伝え合ったりする

考察に課題が見られた。

・実験、観察が行えない単

元については、映像を通

して学習を深めることが

できた。

・コロナ化の状況下で行え

るような実験、観察を通し

て、実験結果から課題に合

った思考をする力を育てる

必要がある。

て理解の定着を図ったりしていくことで理

解を深める。

・体験的活動・実験の時間、思考する時間

を確保する。また、実験結果、考察を全体

で共有するようにし、互いに学び合える時

間も確保する。

６
年

・事象から問題を導き出

し、それに対する実験、観

察に意欲的に取り組ん

でいる。

・実験結果からその後の動

きを予想したり、結び付

けて考えたり、伝え合った

りする考察に課題が見ら

れる。

・植物の育ちについて、条

件を制御しながら調べる

ことができている。

・問題を解決するために仮

説を立てたり、どのような

実験で正しい結果を得ら

れるかを考えたりしする

必要がある。

・実験、観察を通して、実験

結果から課題に合った思

考をする力を育てる必要が

ある。

・「問題作り」「仮説(予想)」「実験方法」

「実験結果」「考察」「結論」の流れを繰

り返し行うことで、問題解決の課程を把

握させる。結果からどのようなことが分か

るかについての交流を十分に行い、様々

な考え方から正しく情報を読み解いてい

く力をつける。その際に、一人でまとめる

のではなく、友達との交流を通して、より

多くの考え方や考察に触れることができ

るようにする。自分たちで問題解決をする

ことで、理解をより深める。

・体験的活動・実験の時間、思考する時間

を確保する。また、実験結果、考察を全体

で共有するようにし、互いに学び合える時

間も確保する。



（５）生活科

【小学校】

生活科の重点

① 気付きの質を高める学習活動の充実を図る。

② 様々な表現活動を取り入れて、伝え合い、交流する活動を充実させる。

③ 活動（遊び）の中から知的好奇心を高め、自然の不思議さに気付くようにする。

④ 具体的な活動・体験を通して、考え、感じ、気付くなどして生活上必要な習慣や技能を身に付けたり、自立への
基礎を養ったりする。

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

・様々な体験や経験で気
付いたことを、言葉や絵
で表現することができ
る。

・カードに記録するのに時
間差があり、意見交換ま
で行かないことある。

・思いや願いをもたせ、主体
的に学ぶ児童を育てるた
めの指導法を工夫する必
要がある。

・授業の中で、作業に時間
がかかる児童が見通しを
もって活動できるような時
間を十分にとれていな
い。

・児童が相互に交流する機
会が少ない。

・児童が何をやりたいのか吸い上げながら
授業計画を立てていく。

・単元ごとに児童にどんなことを学んでほ
しいかイメージして、授業計画を立てる。

・チームやグループ等、思いやテーマが同
じ子で場づくりをしたり、多くの児童と話
ができる場を設ける。

２
年

・活動への過程を大切に
することで、意欲をもっ
て学んだり、生活を豊か
にしたりしようとする児
童が多い。

・農家の方に苗の植え方
や育て方について教え
てもらったので育てる意
欲に繋がった。

・飼育単元では、各単元の
エキスパートと関わりを
もつことができなかった
ことで、児童から、より一
層の気付きを生むこと
が難しかった。

・現在の状況では、子供同
士の話し合い活動や、
地域の人との交流が難
しかった。

・思いや願いをもたせ、主体
的に学ぶ児童を育成する
指導の工夫が必要であ
る。

・・コロナ禍の中で、ゲストテ
ィーチャーを招いたり、学
習内容に適した場所に移
動して学習に取り組む機
会を設けることが難しい。

・児童相互や、地域の人と
の交流がない。

・児童が何をやりたいのか吸い上げながら
授業計画を立てていく。

・単元ごとに児童にどんなことを学んでほ
しいかイメージして、計画を立てる。

・飼育単元では、地域の公園巡りをした際
発見した生き物を想起させ、虫取りをす
る活動を大事にすると良い。

・感染対策を十分配慮し、ゲストティーチャ
ーや学習内容に適した場所を探す。

・ガイドラインに基づき、子供同士の共有を
増やしていく。



（６）音楽科

【小学校】

音楽科の重点
① 曲想と音楽の構造などとの関わりについて理解するとともに、表したい音楽表現をするために必要な技能を
身につけるようにする。

② 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。
③ 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完成を育むとともに、音楽に
親しむ態度を養い、豊かな情報を培う。

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

・音楽を聴きながら拍やリ
ズムに合わせて身体を
動かすことで、音楽を注
意深く聴き、強弱や速
度、曲想を感じ取ること
ができた。

・音楽づくりの学習では、
拍に合わせてリズムを
作成し、表現する活動を
楽しむことができた。ま
た、ともだちと協力して
作品を作る楽しさを味
わえた。

・器楽の学習では、活動に
制限のある中で意欲的
に取り組めた。苦手意識
がつかないよう、それぞ
れのペースで学習を進
めていきたい。

・曲に合わせて身体を動か
すことに苦手意識を持た
ないように指導していく。

・自分の考えを表現すること
に抵抗のある児童もい
る。

・演奏に制限があるため、基
礎的な演奏技能を身につ
ける学習が進めにくい。

・身体を動かすことに苦手意識をもたない
ように、短い時間で集中して行うように
したり、聴くポイントを明確にしたり、ま
た、模倣をしたりすることから始められる
ように指導する。

・声かけを行い、選択肢の中から自発的に
選び音楽づくりができるよう指導する。

・演奏のポイントを伝え、明確な目標をもっ
て挑戦できるよう指導する。また、状況に
合わせた活動ができるよう指導計画の
見直しをし、年間で身につけたい技能の
定着につなげる。

２
年

・鑑賞の学習では、音楽に
合わせて身体を動かす
活動を行うことで、音楽
の要素や変化を体を動
かすことで聴き取り感じ
取りやすくなった。また、
それらに着目して聴くこ
とによって曲想の変化に
気付き情景を思い浮か
べて聴くことができたが、
音楽を聴き、即座にその
音楽に合うように動くこ
とが苦手な児童もいる。
・器楽の学習では、自分の
音を出すときには友達の
出す音や表現をよく聴
き、それを受けて自分の
音をどう出すか工夫して

・曲に合わせて身体を動か
すことに苦手意識を持た
ないように指導していく。

・音を出したいという気持ち
が先走り、音を出すことだ
けに意識を向けてしまう児
童に対しての指導が十分
でない。

・様々な曲に合わせて身体を動かす活動
をを取り入れて指導する。
・身体を動かすことが苦手な児童が自分
なりの表現ができるように、手拍子を用
いた表現を取り入れるなど、表現方法を
工夫する。
・音色に気をつけて演奏する技能や、互い
の楽器や伴奏を聴いて演奏する技能を
身に付けることができるように、楽器の音
色と演奏の仕方との関わりに気付くこと
ができるようにする。



いる姿が見られた。

３
年

・楽しく音楽と関わり、音符
や強弱記号などについ
ての学習も意欲的に取
り組んでいる。音符と音
の長さとの関係につい
て、興味や理解を示す児
童が増えたが、楽譜の
見方にまだ不慣れの児
童もいる為、継続した学
習が必要である。

・曲の特徴を捉え、どのよ
うに演奏するかについ
て、思いや意図をもつこ
とができるが、それを表
現する技能が不十分で
ある。

・音符や楽譜についての学
習は児童の負担のない程
度にし、音楽に対する苦手
意識がつかないよう指導し
ていく。
・基礎的な技能の定着を図
るために、演奏の機会を増
やすことが課題である。

・音楽に合わせて身体を動かしたり手拍子
をして、知識的な学習が演奏につながる
機会が増えるよう指導していく。
・曲想を感じ取らせるために、個人の考え
を全体で共有する。また、曲想に合った
表現をしている児童を取り上げ、価値付
けていき、全体に共有していく。
・楽器のもつ音色やその響きを生かした演
奏をするために、それらを意識した活動
を継続的に取り組む。また、互いの演奏
を聴き合うことができるよう、活動の仕方
を工夫する。

４
年

・ラテン打楽器の奏法を身
に付け、拍に合わせて演
奏することができた。演
奏の経験を増やすこと
が課題である。

・音楽づくりの学習で、音
の動きから音楽がどの
ような感じになるのかに
ついて着目して音楽を
つくった。即興的に音楽
をつくることはできた
が、音の動きについての
理解が不十分だった。

・ラテン打楽器の奏法につ
いて学習したが時間が経
つと忘れてしまう傾向にあ
るため、基本の奏法の定着
を図り、身に付けた技能を
他の楽器で生かしたり、新
たに経験を増やしたりする
ことが課題である。
・音の動きだけではなく、音
楽の要素や仕組みについ
て、曲想と絡めて知識を増
やしたり生かしたりしてい
くことが課題である。

・技能の定着と新出事項のバランスをとる
ために、指導計画の見直しをする。
・音楽の要素や仕組み、音の動きと、曲想
との関連を児童が整理して考えることが
できるよう、教師適宜説明をしたり、児童
の意見を価値付けをしたりする。また、教
師の一方的な説明ではなく、個人の考え
を広げたり、友達の意見を聞いたりする
時間を増やし、学習の課題にどの児童も
取組、｢なるほど｣｢分かった｣と思える学
習を展開する。

５
年

・器楽の学習では、拍を感
じて演奏したり、パートの
役割を知り、音を合わせ
て演奏することができ
た。今後は基礎的な技能
の定着を図り、表現に生
かすことが課題である。
・パートや楽器を選択する
際、自分がやってみたい
楽器ではなく、交友関係
で選ぶ児童が多くみられ
た。

・基礎的な技能の定着を図
るために、音楽的知識や、
曲想と音楽の要素や仕組
みとの関わりについての理
解を深める必要がある。
・友達の意見を知ることは大
事だが、まずは自分の意
見をしっかりともてるような
場の設定をし、学級の雰囲
気に合った柔軟な指導を
していくことが課題であ
る。

・緻密な指導計画を立て、年間を通して身
に付けさせたい力を再考する。領域をま
たいで、基礎的な知識を定着できるよう
に、音楽室の掲示や学習カードを使用し
て、適宜、振り返りをする。
・友達と協働して学びを深めるために、ま
ずは自分自身の考えをしっかりともつこ
とができる学習の場を設定する。児童の
｢分かった！｣｢できた！｣という経験を増や
し、交友関係にとらわれず、自信をもって
取り組むことができる時間を積み重ねて
いく。

６
年

・歌唱や器楽の制限があ
る中だが、どの領域の学
習も、曲想と、強弱や速
度などの音楽の要素、
繰り返しなどの音楽の

・初めて出会う音楽を聴く際
に、曲想を捉えて音楽の要
素と結びつけて考える児
童が増えてきた。６年生で
は特に、生活や社会の中

・どの領域の学習においても、生活や社会
との関わりを意識し、音や音楽が日常生
活を豊かにしていることを適宜伝えてい
く。また、様々な音楽に親しむことができ
るように教材の幅を広げ、児童が広い視



仕組みとの関連を考え、
演奏したり、音楽を聴い
たりした。合奏の経験を
生かし、他の領域でも関
連付けて考え、表現の幅
を広げることが課題で
ある。

の音や音楽との関わりに
ついて、主体的に考えを深
めていくことが課題であ
る。

野をもてるようにする。
・中学校への進学を見据え、小学校で学
習した内容を深められるよう、適宜、音
楽の要素や記号などの読み方や意味を
確認していく。学習した内容をワークシ
ートにまとめ、自ら振り返りができるよう
にすることで、知識を得たり生かしたりし
て、主体的に音楽表現をできる児童を
目指す。



（７）図画工作科

【小学校】

図画工作科の重点

① 進んで表したり見たりする態度を育てるとともに、つくりだす喜びを味わうようにする。

② 材料などから豊かな発想をし、見通しをもって自分なりの表し方ができるようにする。

③ 身近にある作品から、よさや面白さを感じ取れるようにする。

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

・学習に興味をもち、意欲

的に取り組む児童が多

い。

・作りたいものを決めるこ

とができず、悩む児童が

数名いる。

・絵の具やはさみの扱い方

が十分に定着していな

い児童もいる。

・児童が見通しをもって制作

に取り組めるような授業

展開を行う必要がある。

・個別に指導する時間が不

十分である。

・用具の準備や安全な使い

方、机上の配置の仕方、

整理、片付けの指導を十

分に行う必要がある。

・手本や創意工夫の見られる児童の作品

を見せて、想像を広げる時間を設定す

る。また、お互いの作品を鑑賞する時間

をもち、表現の手がかりとなるようにす

る。

・用具の使い方や道具の使い方は、ICT

機器を活用して視覚的にわかりやすい

指導を行う。

・配慮を要する児童に個別指導をする。児
童が困っていることに対して助言をした
り、児童がやりたいと思っている作業を
実際にやって見せたりして、支援する。

２
年

・クレヨンや絵の具を使っ

て想像を膨らませながら

楽しんで作品づくりに取

り組む児童が多い。

・絵の具やはさみの扱い方

が十分に定着していな

い児童もいる。

・形や色などを工夫する場

合、表現方法を考えた

り、工夫したりすることに

難しさを感じる児童がい

る。

・手先の巧緻性が低く、細か

い作業が苦手な児童や、

用具の準備や道具、材料

を整理して机上に置けな

いなど、児童の実態に応

じて、個別指導の仕方を

工夫する必要がある。

・児童が、自分の発想や作

品づくりの進め方につい

て自信がもてるような授

業を、教師がデザインする

ことが必要である。

・用具の使い方を図や写真を提示したり、

動画などを用いたり視覚的にわかりや

すく指導する。必要に応じて机間指導を

行い、補助する。

・より多様な表現技法を知り、自分の作品

に合った方法を選択できるようにする。

そのために、新しい表現技法や工夫に

ついてパソコンや書画カメラを活用して

紹介する。

・自信をもって取り組む力をつけるために、

図工や他教科、生活全般を通して、思

考、判断、選択、決定、追求する場や環

境を、意識的に数多く経験させていく。

３
年

・学習に興味をもち意欲的

に取り組む児童が多い。

・友達の作品の良さを感じ

鑑賞カードに書いている

児童が多い。一方で、思

考を深めた工夫を生か

せる児童は少ない。

・自分の表現に自信がもて

ず、 制作が始められ

・作品づくりを苦手と感じて

いる児童も、例として取り

上げた表現方法だけでな

く、自分の表現に自信をも

てるように個別指導や、一

斉指導での発問や指示を

工夫する必要がある。

・児童の表現がさらに広がるような導入指

導をしたり、個々の良さを認め周りに紹

介したりする。また、お互いの作品を鑑

賞する時間をもち、そのよさを認め合う

時間を作る。友達に認められる経験を通

して、自分の発想に自信をもったり、自

由に表現したりする意欲を高める。

・教師の見本や友達の作品を見せながら、

作品の具体的なイメージや工夫の仕方



ず、飽きてしまう児童が

いる。

などがわかりやすいようにする。

・無理強いさせず、個別に興味をもって取

り組める課題を事前に用意しておき、

徐々に自信をつけられるようにする。

４
年

・学習に興味をもち意欲的

に取り組む児童が多い。

・技能面の能力に個人差

があり、細かい作業が苦

手な児童がいる。

・集中力が続かず、作業が

止まってしまう児童がい

る。

・自分の思いを自由に、自

信をもって表現できるように

個別指導を充実させ、教材

研究や授業の展開の工夫が

必要である。

・自由に試せる安心感のもと、何度もやり

直しできる題材を設定し、表現の手がか

りとなるようにする。

・具体的にどのように作業すればいいか視

覚に訴えた指示をし、個別にも指導を行

う。

・昼休み、夏休み等を利用し、進度をそろ

える。

５
年

・一斉指導で理解できな

い児童が多い。

・自分なりにイメージをも

ち自由に表すことに自

信がない児童がいる。

・友達と作品を見合い、楽

しくつくることができる。

・自由に自分の思いを試す

ことに楽しさを感じる経験

を積み重ねられるような

指導を行う必要がある。

・手本を見せ、児童の考えがふくらむよう

な声かけをする。また、お互いの作品を

鑑賞する時間をもち、表現の手がかりと

なるようにする。

・担任と連絡を綿密に取り合い、児童一人

ひとりに合った、指導の仕方を工夫し、

課題が解決できるようにする。

６
年

・学習に興味をもち意欲的

に取り組む児童が多い。

・技能面に個人差がある。

手先の巧緻性が低く、細

かく丁寧な作業が苦手な

児童がいる。

・自分なりにイメージをも

ち、自由に表すことができ

る。

・苦手な児童も身近な材料

を活かして、表現方法を

考えたり、工夫したりする

ことができるような指導法

の工夫が必要である。

・手本を見せ、児童の考えがふくらむよう

な声かけをする。また、お互いの作品を

鑑賞する時間をもち、表現の手がかりと

なるようにする。

・担任と連絡を綿密に取り合い、児童一人

ひとりに合った、指導の仕方を工夫し、

課題が解決できるようにする。



（８）家庭科

【小学校】

家庭科の重点

①家族や家庭、衣食住、消費や環境などについて、日常生活に必要な基礎的な理解を図るとともに、それらに係

る技能を身に付けるようにする。

②日常生活の中から問題を見いだして課題を設定し、様々な解決方法を考え、実践を評価・改善し、考えたことを

表現するなど、課題を解決する力を養う。

③家庭生活を大切にする心情を育み、家族や地域の人々との関わりを考え、家族の一員として、生活をよりよくし
ようと工夫する実践的な態度を養う。

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

５
年

・意欲的に取り組む児童
が多い。

・裁縫に関しては、基本的
な縫い方の習得のた
め、友達と縫い方を教え
合ったり、教師が作成し
た縫い方の練習教具を
活用したりすることで、
身に付けることができて
いる。

・生活経験の有無が大きく
関わっていることもあり、
特に調理の分野で知
識・技能の習得状況に
個人差が見られる。

・コロナ禍を受け、調理を
行うことができないな
ど、十分な指導を行うこ
とができない。

・授業内で指導したことを、
授業内で終わることがな
いようにする。家庭等で実
践したり、生活に生かすこ
とができるようにしたりす
る指導が必要である。

・調理分野を中心に、知識・
技能の習得状況に個人
差が見られるため、個に
応じた指導が必要であ
る。

・コロナ禍でもできる家庭科
の学習を確立する必要が
ある。

・授業で学習したことを実践したり、生活に
生かしたりしている児童の姿を共有し、
称賛することで価値付けていく。

・授業で学習したことを、家庭でも実践す
ることができるよう、家庭学習（宿題）と
タイアップして取り組ませることを行う。

・ICT を活用し、行い方や技能のポイント
等を視覚的にも理解できるようにする。

・調理に関しては、行い方や準備・計画ま
でを授業内で行い、実際の調理や振り
返りは家庭で行うという流れを、夏季休
業期間の宿題とタイアップして出した。
取り組む際には、調理の様子を ICT で
記録をすることも指導した。今後も同様
に取り組ませる。

６
年

・課題解決のために見通し
を持って学習に取り組ん
でいる児童が多い。

・５年生で学習した知識・
技能の定着に個人差が
大きい。

・コロナの状況下で５年生
から調理関係の指導が
十分にできていない。

・学習意欲・技能に個人差
があるので、個人差に対
応した授業の展開、指導
が必要である。

・対話的な学びが不十分で
ある。

・日常生活を見つめ、日々の
営みに興味、関心を持っ
て取り組めるような指導
の工夫が必要である。

・調理の学習に関しては、学
校と家庭との分担をして
行う準備が不十分であっ
た。

・学習の見通しを持って取り組めるように、
学習の流れを導入で確認する。

・技能で配慮を要する児童には、個別に指
導をしたり、友達同士で教え合う活動を
設定したりし、協働して解決していけるよ
う学習形態を工夫する。

・友達同士で教え合って、学習を進めてい
くように授業での教え合う時間を設定す
る。

・ICT を活用することで、技能の定着や、

知識の理解を図る。

・学校で基本的な知識・技能を指導し、家

庭で実践した成果を Google クラスル

ームを活用して報告するなど指導方法

を工夫する。



（９）体育科

【小学校】

体育科の重点

① 豊かなスポーツライフの基礎を培っていく。

② 運動の系統性を図り、運動を一層弾力的に取り上げる。

③ 仲間と対話ができる環境を整え、じっくり考え、自分の思いを他者に伝えられる力を育む。

④ 身近な生活における健康・安全に関する基礎的な内容を重視し、指導内容を改善する。

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

・運動経験の個人差が大

きい。

・運動に進んで取り組む児

童が多い。

・鬼遊びや体つくり運動を

行っていると、途中で疲

れて座ったり止まったり

する児童がいる。

・初めて取り組む運動にも

楽しく、安心して取り組め

る内容の工夫に課題があ

る。

・効果的なルールの設定、

場の設定に課題がある。

・児童自身が「もっとやりたい。」と思える

単元構成にする。

・学びの手応えを感じられるようにできた

ことを称賛し、ペアやチームでの学び合

い、励まし合いを促す。

・休み時間に取り組みたくなるような運動

遊びを授業で取り入れ、多様な運動経

験を促す。

２
年

・運動に進んで取り組む児

童がほとんどである。ま

た、かけっこ、リレー遊び、

跳ぶ運動遊びでは思い

っきり走ったり跳んだりす

る児童が多い。

・鬼遊びなどをしていると、

持久力が弱い傾向があ

る。

・自信がないため活動前

から不安がったり諦めた

りする児童がいる。

・初めて取り組む運動にも

安心して前向きに取り組め

る場づくりや内容の工夫が

必要である。

・運動量や技能に個人差が

あるため、中休みや昼休み

でも積極的に外遊びをす

るよう促す必要がある。

・誰もが安心して楽しく活動

できるようにゲームの内容

を考える。

・児童が、自分の体力に合った運動の場を

選び、多様な運動経験が積めるようにス

モールステップや運動の内容に変化を加

えられるような場をづくりを工夫する。

・体力向上月間などを活用し、短縄、マラ

ソンなどの全身運動の持続トレーニング

を通して持久性の向上とスキルアップを

図る。また、大縄大会など学年や学級で

運動遊びに取り組み全員が運動に取り

組む場を設定する。

・ゲームでは、児童がより楽しくなるルール

を考えられるよう、話し合いや作戦タイム

を設けていく。

３
年

・チームで行う競技に対し

て意欲の高い児童が多

い。

・運動の得手不得手にか

かわらず、体を動かすこ

とに対して強い拒否を

表す児童は少ない。

・休み時間は集団でボー

ル遊びをする児童やお

にごっこをする児童など

それぞれの興味に応じ

・運動に関する技能に差が

あるため、どんな児童も前

向きに運動に取り組むこ

とが出来るよう場づくりや

内容の工夫、個別の対応

が必要である。

・運動習慣に個人差がある

ため、授業の中で少しで

も多く運動する時間を確

保する必要がある。

・児童が自分の技能を高めることができる

よう、段階的に運動できる場を設定した

り、タブレットを活用して自分の動きや技

能の高い児童の動きを細かく確認した

りできるよう、単元計画を工夫する。

・縄跳びや鉄棒など、休み時間に取り組め

るような学習カードを使用し、児童自身

で課題や目標が明確になるようにする。

・休み時間に取り組みたくなるような運動

を授業に取り入れ、多様な運動経験を

促す。



て体を動かしている。

・休み時間に外に行かな

い児童は、全体の 2 割

程度。

４
年

・体育の授業は多くの児童

が楽しんで取り組んで

いる。

・チームで行う競技に対し

て、意欲の高い児童が

多い反面、勝敗を受け

入れることが難しい児童

もいる。

・身体の使い方がわから

ず、基本的な動きが出

来ない児童がいる。

・全員が積極的に活動でき

るように指導を工夫する

必要がある。

・基本的な動きを身に付け

るため、動きのポイントを

確認して指導する必要が

ある。

・実態に応じてチーム編成や規則を考え、

全員が楽しめる工夫をしていく。

・基本的な動きのポイントを確認し、上手

にできている児童を称賛したり、動きの

こつを共有しながら指導をしていく。

５
年

・「体を動かすことが好き」

「体育の授業が好き」

と、運動に好意的に捉え

ている児童が多い。一方

で、「体を動かしたくな

い」「体育が苦手」と感

じている児童も一定数

いる。

・「体力」に対する知識や

概念の偏りがある。

・コロナ禍でもできる運動例

や、指導法などを確立す

る必要がある。

・誰でも楽しめる体育学習

をテーマに、指導力の向

上を図ることが重要であ

る。

・体つくり運動領域の「体の動きを高める

運動」を軸に、正しい「体力」の知識や

概念に気付かせ、自分に合った運動法

などに取り組ませる。また、総合の学習

とタイアップをし、自分の体力を向上さ

せるために必要な運動法や、コロナ禍

でもできる運動を調べさせ、取り組ませ

る時間を十分に確保すると共に、運動の

日常化を図る。

・ユニバーサルデザインの視点に立って授

業づくりを行う。音楽や場など、苦手な

児童でも楽しめる工夫を散りばめ、技能

のポイントやこつなどを共有したり価値

付けたりすることで、全体の運動欲求を

高めていく。また、学年間で授業づくり

のポイント等を共有し、体育科の授業力

を高めていく。

６
年

・校庭や体育館で体を動

かすことが好きな児童

が多い。

・体を自由に動かしたい、

走りたい、ボール操作を

したい児童が多い。

・朝食を食べてこなかった

り、睡眠時間の不足、生

活習慣の乱れが見られ

・体を動かす場所と時間を

確保

する。

・上半身と下半身のバラン

スが不安定なため、転倒

する恐れがある。

・自分の体や心に現れる変

化や、薬物や喫煙、生活

習慣が体に与える影響に

・体力を向上させる運動を紹介し、遊びの

中から取り入れられるよう日常化を図

る。

・柔軟性の向上や体幹を意識した運動を

行う。

・生活習慣の乱れによる心身の不調につ

いて理解させ、規則正しい生活をできる

ように指導すると共に、家庭への呼びか

けを行うことで連携できるようにする。



る児童がいる。 ついてについて正しく理

解させル必要がある。



（10）外国語活動・外国語科

【小学校】

外国語活動・外国語科の重点
①コミュニケーション能力の素地の育成を目指し、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成し、言語
や文化について体験的に理解を深めるために、多様な教材を適切に活用して指導の充実に努める。

②児童がコミュニケーションをとる必然性を感じることができる場面設定を行い、意欲的に発話しようとする意識
を高める指導を行う。

③指導内容や活動について、児童の興味・関心に配慮し、他教科で学習したことを活用するなどして、指導の効
果を高める。

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

・場面設定を行うことで、

自動が意欲的に発話で

きるようになってきた。

・積極的に英語を使ってコ

ミュニケーションをとろう

とする児童が多い。

・英語を話すことに自信が

もてず消極的な児童が

少数いる。

・発話量を十分に確保でき

る活動内容の精選が必要

である。

・英語を話すことに自信がも

てない児童に対しての支

援策が必要である。

・１単元ごとに単元の構成をよく考

え、児童の実態に合った最終活

動を設定する。

・JETを活用し、自信をもって発話

をすることができるように、スモ

ールステップで発話量を増やす

ことができるように指導してい

く。

４
年

・チャンツを聞いたり、デジ

タル教科書の動画の視

聴たりすると、どんなこ

とを話していたのか予測

しながら意欲的に聞くこ

とができる児童が多い。

全学年からの積み上げ

を感じる。

・積極的に英語を使ってコ

ミュニケーションをとろう

とする児童が多い。

・英語を話すことに自信が

もてず消極的な児童が

少数いる。

・チャンツやデジタル教科書

の動画を通して、聞き取と

ろうとする力を身に付けさ

せることが必要である。

・英語を話すことに自信がも

てない児童に対しての支

援策が必要である。

・チャンツやデジタル教科書の動

画をただ聞いたり見たりするの

ではなく、事前にねらいとなるフ

レーズやポイントを示しながら

意識して取り組ませるような声

かけをする。

・JETを活用し、自信をもって発話

をすることができるように、スモー

ルステップで発話量を増やすこと

ができるように指導していく。

５
年

・既習事項をもとに、JET

の話やデジタル教材の

音声を適切に聞き取れ

る児童が多いことから、

中学年での学習内容が

しっかりと定着している

ことが分かる。

・アルファベットの習得が

・アルファベットの読み書き

定着のための児童の実態

に見合った指導方法が確

立できていない。

・児童の学習意欲を持続さ

せる活動内容の工夫や精

選が必要である。

・フォニックスや教科書のデジタル

教材などを用いて、音声からア

ルファベットの文字を定着させ

る指導を行う。

・児童の実態に見合った活動を設

定するとともに、コミュニケーシ

ョンをとる必然性を高める内容

の工夫を行う必要がある。



不十分である。

・活動内容に集中できな

い児童がいる。

６
年

・既習事項をもとに、JET

の話やデジタル教材の

音声を適切に聞き取れ

る児童が多いことから、

前学年での学習内容が

しっかりと定着している

ことが分かる。

・正しい発音で話すことが

で

きる児童が多い一方で

自信がなかなかもてず

に、カタカナで単語の読

み方を書いてしまう児童

もいる。

・アルファベットをまだ完全

に習得できていない児

童がいる。

・アルファベットの読み書き

定着のための時間が十分

確保できていない。

・自信をもって発話させる指

導が必要である。

・フォニックスや教科書のデジタル

教材などを用いて、音声からア

ルファベットの文字を定着させ

る指導を行う。また小文字につ

いて苦手意識がある児童も多

いため、毎時間少しずつアルフ

ァベットにふれる時間を設ける。

・小学校では、ネイティブのような

発音を求めているのではなく、

自分たちが学習してきた単語や

表現を用いてコミュニケーショ

ンをとることが大切であると伝

えるとともに、最終活動までに

十分な発話量を確保できる単

元構成を行う。

ＡＬＴの活用の工夫

○ 英語専科教員及び担任と授業検討を行うとともに、教材、教具の作成を行う。
○ 授業中のアクティビティの補助や、発音等の模範を行う。


