
 

令和元年度 文京区立昭和小学校 授業改善推進プラン 

 

 

 

 

 

教

科 

指導上の課題の分析⇒
 

指導の在り方⇒
 

授業改善の視点
 

 
 
国 
 
語 

○大事なことを落とさないよう
に聞くことが難しい児童が多
くいる。 

○正しい文字を丁寧に書こうと
している児童が多い。 

○経験したことや想像したこと
などを進んで書こうとしてい
る児童は多い。しかし、順序を
整理し、簡単な構成を考えて文
章を書くことは難しい。 

○音読が得意な児童もいるが、ひ
らがなをスラスラ読めない児
童もいる。 

○児童への指導や指示などは、短
い言葉で端的に伝えるようにす
る。 

○順序を整理し、簡単な構成を考
えて文章を書けるようにするた
めには、主語と述語が整った文
章を読む活動や短い文章を書く
活動を日常的に行っていく。ま
た、書くことを楽しめるように
指導をしていく。 

○教科書の文章だけでなく、短い
詩などを音読し、文字を正しく
リズムよく読む活動を行う。 

○児童が最後まで話しを聞いて、課題
に取り組んだり活動を始めたりで
きるように、言葉を精選して指導す
る。 

○主語と述語が整った文章を視覚的
に提示し、視覚でも文章の構造が理
解できるようにする。また、助詞や
句読点を正しく使えるようにする
ことも併せて指導する必要がある。 

○音読することの楽しさを感じられ
るような教材を用意し、リズムよく
音読できるように指導する。 

算 
 
数 

〇計算能力に、個人差があり、一
斉指導では十分に理解できな
い児童がいる、 

〇演算決定でつまずいている児
童がいる。 

〇児童の能力に合った課題を与え
る。 

 
〇問題文を読んで問題場面をイメ
ージできるようにするために、
何が分かっていることで何を聞
いていることなのかを常に問い
かけていくようにする。 

〇ブロックなどの半具体物を用いた
活動を多く取り入れる。 

 
〇図と式と言葉を関連付けて指導し
ていくようにする。 

生
活 

○植物の栽培活動や身近な施設
を利用する等の具体的な活動
や体験を通して、社会や自然と
のかかわりに関心をもって学
習に取り組むことができた。 

○気付いたこと等を表現するこ
とが苦手な児童がいる。 

○生活科の体験を通して気付いたこ
とや感じたことを言葉や絵、歌等
で表現する活動を取り入れ、国語
科、図画工作科、音楽科等の他教
科との関連を積極的に図り、指導
の効果を高める。 

○振り返りの活動では、児童の多様な
表現を引き出すような言葉かけを
する。 

○友達との伝え合う活動や、異学年の
児童や地域の人々に体験したこと
や調べたことを伝える活動等、他者
と伝え合い交流する活動を大切に
する。 

音
楽 

○歌を歌ったり、楽器を演奏した
りすることが好きな児童が多
い。 

○器楽に関しては、工夫したり思
いをもったりして演奏するこ
とが難しい児童が多い。 

○音楽づくりに関しては、友達が
作ったリズムや旋律と似たよ
うな音楽をつくりがちになっ
てしまう。 

○鍵盤ハーモニカの技能に関して
は、５本の指で弾くことの大切
さに気付けるようにする。 

○音楽の楽しさを味わえるような
活動を取り入れる。 

○できるだけ多様な音楽を聴く機
会を与える。 

○指遊びをして指をスムーズに動か
す練習をさせたり、試しに１本指の
みで弾き指づかいの大切さに気付
かせたりさせる。繰り返し練習させ
ることで鍵盤ハーモニカの技能を
身に付けさせる。 

○リズム遊びやまねっこゲーム等で、
わずかな音やリズムの違いに気付
けるように、声かけをする。 

図
工 

○楽しく創造活動ができたが、見
本を見て、作り方を理解して
も、同じように作れない児童が
少数いる。 

○作成順序に沿って具体的なイメ
ージを持てるよう工夫する。実
物投影機等を活用し、作業過程
を丁寧に分かりやすく理解させ
る。また、完成形をイメージで
きるようにする。 

○一人一人の技能を把握し、事前にど
こでつまずきそうか予想しておく。 

○児童のやりたい内容を理解して、解
決策を一緒に探し、解決する過程を
学べるように進める。 

体 
 
育 

〇運動経験が少なく、運動感覚が
身についていない児童が多い。 

 

〇カードや映像を活用して、動き
を理解させ、スモールステップ
での活動を取り入れる。 

〇色々な運動を行い、体を動かす楽し
さや気持ちよさを味わえるように
する。 

第１学年 

 



  

令和元年度 文京区立昭和小学校 授業改善推進プラン 

 

 

 

教

科 

指導上の課題の分析⇒
 

指導の在り方⇒
 

授業改善の視点
 

 

国 

 

語 

○経験したことについて、長い文
章を書けるようになってきた。
しかし、文のつながりや表記に
注意したり、自分の考えを表現
したりすることは十分ではな
い。 

○積極的に自分の考えを話そうと
する意欲はあるが、大事なこと
を落とさずに話す・聞くことは
十分ではない。 

○児童にとって身近な題材を取り上
げ、相手・目的意識をもたせながら、
順序を表す言葉や文章の組み立てを
生かして書けるようにする。 

○話すときに大事なことを意識させ、
自分の考えを伝えられるようにす
る。 

○生活科や他教科との関連を図りなが
ら、 
児童にとって身近な経験から題材を選
び、相手や目的意識をもたせるととも
に、始め、中、終わりなど文の続き方
や組み立てを考える学習活動を設定す
る。 

○話す・聞く活動の自己評価や相互評価
を取り入れ、互いの良さに気付く場を
設ける。 

算 

 

数 

○２位数の筆算では、前学年での
繰り下がりの引き算が定着して
おらず、不確かな児童が数名い
る。 

 
○問題文を読み取り、自分の考え
を持って立式することが難しい
児童がいる。 

○前学年の繰り下がりの引き算の範囲
も含めて、授業時や宿題などで復習
プリントを用いて、繰り返し練習し
て正確に計算できるようにする。 

○問題文の内容を理解しやすくするた
めに、絵や図を使いながら児童が考
える手助けとなるように指導する。 

○単元により、習熟度別の少人数指導を
行う。また、グループで話し合いなが
ら考えを深めることや、算数の得意な
児童が、苦手な児童に教えることも効
果的であるので、クラス分けについて
柔軟に対応する。 

○自分で考える時間を確保し、自分の考
えを持って学習に取り組めるようにす
る。 

 

生

活 

○１年生との交流や、身近な自然
との関わりは継続的にできた
が、身近な地域の人々との交流
が十分ではなかった。 

○身近な地域の人々について知った
り、交流したりできるように指導
内容を工夫する。 

○地域の人々、保護者などに協力してい
ただける場を検討し、依頼する。 

音

楽 

○鍵盤ハーモニカや楽器の技能
の習得に時間がかかってしま
う児童がいるので個別に指導
する。 

○音楽に親しみ、楽しんで表現活
動をしようという態度は育っ
ているが、リズムがとれず、他
の演奏と合わせるのが難しい
時がある。 

○児童が興味関心を深めながら、楽
しんで鍵盤ハーモニカや楽器を演
奏できるように、個別に指導する。 

○児童が演奏を楽しみ、表現を充実
させるために、多様な楽器を用意
し、選択できるように準備する。 

○鍵盤ハーモニカの練習帳などを活用し
て、段階的に学習できるようにする。 

○様々な楽器と関わる機会を増やし、自分
の思いをリズムで表現する活動を取り入
れるとともに、手拍子や打楽器でリズム
を作ったり、つないだりする学習活動を
設定する。 

 

図

工 

○意欲的に活動しようとする児
童が多いが、用具を器用に使え
ず、思いを表現することを苦手
とする児童がいる。 

○自分の作品への思いや、友達の
作品のよさ、美しさを伝え合う
鑑賞の活動の際、言語表現が十
分でない児童がいる。 

○自分の思いが作品を通して表現で
きるように、個に応じて声かけを
したり、製作の過程で本人の思い
を聞いたりする支援を行う。 

○自分の言葉で表現できる力を育て
るために、題材や活動方法を工夫
する。 

○材料や用具に、十分慣れさせ、使う練習
をするような時間もとり、一人一人に応
じた製作活動ができるようにする。 

○製作の過程においても、友達の作品のよ
いところや、工夫できているところを互
いに見たり、伝え合ったりする時間を設
けるようにする。 

 

体 

育 

○運動の仕方について、思考・工
夫したり、表現したりする活動
が不十分である。 

○家庭での実践や生活経験が乏
しく、技術が伴わない児童も見
られ、個別の支援が必要な児童
もいる。 

○より良い動きをするにはどうした
らよいか、児童が進んで考えられ
るよう、指導を工夫する。 

○課題別に繰り返し練習することが
できるよう、１時間の授業構成を
工夫する。 

○学習カードなどを活用し、運動の工夫
について表現したり友達と交流したり
する活動を取り入れる。 

○場の工夫をし、一人一人が自分の技能
に合った場で繰り返し練習ができるよ
うにする。 

 

第２学年 

 



 

令和元年度 文京区立昭和小学校 授業改善推進プラン 

 

 

 

教

科 

指導上の課題の分析⇒
 

指導の在り方⇒
 

授業改善の視点
 

 

 

国 

 

語 

○言語の能力が低い。３年生までの配当漢字

の理解が低い。書く活動の際、漢字を使っ

ている児童が少ない。 

 

○表現力が低く、考えていることを伝えられ

ない児童が多い。 

 

 

○内容の理解で満足している児童が多い。 

○語彙を増やす必要がある。書く活動

の際、漢字を理解して使えるように

する。 

 

 

○表現をする機会を増やすことや良

い表現の仕方について考える授業

を行う。 

 

 

○目的や課題をもって、文章を読むこ

とができるようにする必要がある。 

○教科書「漢字の広場」で、漢字について理解

を深められる授業展開を行う。新出漢字など

がある際、国語辞典を用いて調べさせる。 

 

○自分の考えをノートに書かせてから発表させ

る。二つの文章を比較し、より伝わる表現は

どちらか考える授業を行う。 

 

○文章には書かれていない登場人物の心情を考

えたり、筆者の考えに対して意見を考えたり

させる。 

 

社 

 

会 

 

○資料から読み取る技能が十分ではなく、高

める必要がある。 

 

 

 

○地域の様子に対して、進んで疑問をもった

り考えたりできるように興味・関心を高め

る必要がある。 

 

○資料を適切に読み取る習慣を付け

られるようにしていく。読み取った

ことから、どのようなことが分かる

か思考するよう指導する。 

 

○地域社会の一員として、主体的に課

題を解決しようとしたり、学んだこ

とを生活に生かそうとしたりでき

るように、課題を身近に感じられる

よう指導する。 

○教科書や資料で、表やグラフ、図や写真を活

用するごとに、必ず読み取るべきポイントを

押さえる。また、読み取ったことを全体で共

有することで、資料から何が分かるか深める。 

○導入時には、身近な例を取り上げたり、課題

解決への切実感をもてたりするように指導し

ていく。考えたことが地域社会では、どのよ

うになっているか実際に見学したり、調べた

りすることで興味・関心を高めていく。 

 

算 

 

数 

○筆算の仕方や九九などの既習知識の習得

に個人差がある。 

 

○文章問題の説明ができない児童が多い。問

題のイメージがついていないことが考え

られる。 

○個人差の解消のため、習熟度別コー

スを選べるようにする。 

 

○ドリルやプリント等を効果的に利

用して反復学習を行うことで、基礎

基本の定着を図る。 

 

○問題のイメージを明確にする必要

がある。 

○少人数指導の中で、習熟度にあった指導、個

別支援を行う。 

 

○授業と家庭学習が連携できるようなドリルや

プリントで基礎基本の定着を図る機会を多く

つくる。 

 

○操作活動、図の活用を促し、考えを言語化さ

せるようにする。 

 

理 

 

科 

 

○植物の観察時、観察の視点の具体性に個人

差がある。また、時系列で変化が分かるよ

うな記録としては十分とは言えない。 

 

○観察、実験をした後に、結果とそれから分

かったことを自分の言葉で表現しまとめ

る力を高める必要がある。 

○科学的な観察記録の仕方を指導す

る。差異点や共通点から問題を見い

出す力を高める。 

 

 

○観察、実験前に自分の予想をしっか

りもった上で確かめさせる。結果か

ら思考したことを全体で共有し、表

現方法を高められるように指導す

る。 

○何のための観察か視点を明らかにし、そのた

めには、どこをくわしく見るとよいか考える

習慣をつけさせる。観察ごとに、前回はどう

だったか振り返させ、時系列を意識させる。 

 

○予想、結果、考えたことを毎回考えさせ、見

通しをもった指導をする。個人・グループ・

全体など、目的に合わせた交流でより分かり

やすい表現方法を高められるように指導す

る。 

 

 

 

 

第３学年 

 



  第３学年－２ 

教 

科 

指導上の課題の分析⇒
 

指導の在り方⇒
 

授業改善の視点
 

体 

 

育 

○運動技能が二極化している。これま

でに至る運動経験の有無が能力に

表れていることが考えられる。 

○運動嫌いの児童が多い。自分には、

運動が出来ないと思っていること

が考えられる。 

○段階別に指導する。 

 

 

 

○自分の運動技能をメタ認知でき

るようにする必要がある。また、

安心して取り組める環境づくり

が必要である。 

○段階別のグループ編成や場を設定し、

課題別に学習できるようにする。 

 

○ICTを活用し、自己の姿を確認したり、

同じ課題をもつ友達と教え合ったり

できるようにする。 

 

 

音 

 

楽 

○おおむね歌唱、器楽ともに意欲的に
取り組んでいるが、支援の必要な児
童もいる。 

○おおむね姿勢や発声に気を付けて
歌うことができる。少しずつ頭声を
意識できる児童が増えてきた。リコ
ーダーは簡単な曲が演奏できるよ
うになってきているが、技能の習得
に個人差がある。 

 

○学習のきまりをしっかり身に着
けさせる。また、自信がもてる
ように、適切な声掛けを行う。 

○演奏の技術の向上を図り、リコ
ーダーであれば基本的な運指、
歌唱は響きを意識した発声など
を繰り返し練習して身に付けさ
せる。 

○曲の様子を表す言葉の語彙をふ
やしたり、曲を形作る要素につ
いての知識を広げたりして、感
じ取ったことを言葉で表すこと
ができるようにさせる。 

 

○ めあてや課題をわかりやすく示し、
それを達成できるように指導過程を
工夫する。 

○ 学習内容や指導方法を工夫し、歌や
楽器の演奏の基礎基本を繰り返し指
導する。 

○個々の児童に合った指導や言葉かけ
をして、児童が安心して取り組める環
境をつくったり、達成感が得られるよ
うにしたりする。 

 
 
 
 

 

 

図 

 

工 

 

 

 

○造形に対する意欲が高い 

○発想することを楽しみ、豊かに表現

できる児童が多いが、依存のデザイ

ンを安易に模倣する児童もいる。ま

た発想を生かすための基本的な技

能に個人差がある。 

○題材に意欲的に取り組む児童が多

いが、支援を要する児童もいる 

○児童がより意欲的に題材に取り

組めるように、身辺材料などを積

極的に活用した題材を工夫する。 

○道具や材料の使い方などの基本

的な技能を繰り返し身につけさせ

る。 

○支援を要する児童に個別に適切

な対応を行う必要がある。 

○児童が興味関心を持ち、意欲的に取り

組めるよう、子供の興味関心に即した題

材を工夫する。 

○げんのう・のこぎり・カッター・など

を安全に気を付けながら正しく使える

ように指導する。また、はさみ・のり・

絵具など基本的な道具の使い方を身に

つけさせる活動を、学習の中に繰り返し

取り入れていく。 

○支援を要する児童に対して、中間鑑賞

や個別指導を通して適切な助言を与え、

題材に集中して取り組めるようにする。 

 

 



 

令和元年度 文京区立昭和小学校 授業改善推進プラン 

 

 

 

教

科 

指導上の課題の分析⇒
 

指導の在り方⇒
 

授業改善の視点
 

 

 

国 

 

語 

○登場人物の気持ちや情景を想像しながら

読むことが好きな児童が多いが、話の中心

を捉えたり、段落相互の関係を考えたりし

ながら読むことに課題がある。 

 

○目的に応じて、段落相互の関係に注意しな

がら分かりやすく文章を書くことに課題

がある。 

 

 

○話の中心に気を付けて分かりやすく話し

たり、聞いたりすることに個人差がある。 

 

○児童が主体的に学び、段落の意味や役割を

考えることで段落相互の関係や話の中心

を捉えることができるような問題解決的

な学習を取り入れるようにする。 

○読書活動を通して様々な表現に触れたり、

友達の書いた作品を読み合ったりする活

動を設け、書くことに生かしたり、書いた

文章を丁寧に推敲させる。 

○話形を提示し、ペアや少人数グループで練

習し合ったり、大事なことはメモをとりな

がら聞いたりするようにさせる。 

○物語文や説明文の読みは、児童がめあての達

成に向かって学習しながら、行動や会話、文

章構造や段落のつながり等を捉えられるよ

う、１時間の授業や単元を工夫する。 

 

○視点をもたせて、書いた文章を自分できちん

と読み返したり、友達と推敲し合ったりする

などの学習を充実させる。 

○文章を読んで考えたことを書く学習を行い、

読む力と書く力を高められるようにする。 

○話の中心を明確にし、学習形態を工夫し、話

す練習をし合うようにする。聞くときにはメ

モをとる習慣を付けさせる。 

 

 

社 

 

会 

○社会的事象に対する関心・意欲は高く、興

味をもって学習に取り組む児童が多い。 

 

○適した資料を選んだり、資料を正確に読み

取って活用し、まとめたりすることに課題

がある。 

○自分たちの生活と結びつけ、課題を設定し

たり、実際に見学・調査するなどの体験的

な活動を取り入れたりする。 

○資料を見て分かることを話し合ったり、本

やパンフレットなどの資料を活用する機

会を多く設けたりする。 

○課題をもち、見通しをもって学習に取り組め

るよう単元の流れを工夫する。 

 

○正確に資料を読みとることができるよう、ICT

機器を利用し、情報を共有したり、図書館支

援員と連携し、課題にあった資料を準備して

資料の特徴を生かしたまとめ方を指導したり

する。 

 

算 

 

数 

○計算に時間がかかったり、正確さにかけた

りする児童がおり、計算する技能に個人差

がある。 

 

 

 

○自分の考えの根拠を示しながら、ノートに

書いたり発言したりするなど表現する力

に課題がある。 

 

 

 

○友達の考えと自分の考えを比較し、考えた

りする力に課題がある。 

○個々に合った習熟度別コースを選べるよ

うにする。 

○ドリルやプリントなどを効果的に利用し

て基礎基本の定着を図る。 

 

 

○前時と本時の問題の違いに着目できるよ

うにし、既習事項を用いて自分の考えを表

現できるようにする。児童の発言やノート

のかき方でよいところを取り上げ、全体に

広げていく。 

 

○自分と友達の考えを比較する際の視点を

明確にし、見方を児童が獲得できるように

する。 

○コースに応じて、既習事項など基礎基本の定

着を確認し、児童の実態に合わせた授業を展

開する。 

○家庭学習用、授業用のドリルを用いて基礎基

本の定着を図る機会を設定する。 

 

○自力解決する時間を確保し、自分の考えを持

って学習に取り組めるようにする。授業中に

その場で指導したり授業後にノートを回収し

たりして指導の徹底を図る。 

 

 

○考えを比較する際に用いた視点をノートに書

いておく。 

 

理 

 

科 

○観察・実験の記録から、自ら考え結論を見

出すことに課題がある。 

○実験方法を考え、道具を素早く的確に準備

することに課題がある。 

 

○自分自身の意見に自信をもって発言・発表

できるよう、予想・考察することの意味を

理解させながら指導する。 

○器具の使い方や、理科室での決まりを徹底

して指導する。 

○実体験に基づいて、自分の言葉で観察や実験

の結果を予想したり、結果から考察したりす

ることができるようにする。 

○理科の観察や実験の手順を指導し、必要な実

験器具を準備できるようにする。 

 

 

    

第４学年 

 



第４学年－２ 

教 

科 

指導上の課題の分析⇒
 

指導の在り方⇒
 

授業改善の視点
 

 

体 

 

育 

 

○鉄棒やマット運動などの器械運動
では、運動能力に個人差が大きい。 

 
 

○児童が自分自身の体の動きを理解
し、技を習得できるよう、映像資料
を活用しながらスモールステップ
に基づき指導する。 

○児童が自身の課題を的確に把握できる
よう、毎時のめあてや工夫を記録させ
る。 

 

音 
 
 
 

楽 
 

○意欲的に取り組む児童が多い。 
○範唱を聴いておおむね姿勢や発声
に気を付けて歌うことができる。リ
コーダーは、難しい指使いにも挑戦
し演奏できるようになってきたが、
技能の習得や表現に支援が必要な
児童もいる。 

○楽曲を聴いて感じ取ったことを言
葉にする力が伸びてきている。 

○自信をもって取り組めるよう、でき
たところや努力しているところを
認め、適切な声掛けを続ける。 

○スモールステップで演奏の技術の
レベルアップを図り、段階に応じて
曲想にふさわしい表現を工夫する
ようにさせる。 

○表現に対する語彙を増やし、感じ取
ったことを言葉で表すことができ
るようにする。 

 

○ めあてや課題を明確にし、活動内容に
見通しをもたせて指導する。 

○ 扱う楽曲の選出や学習内容や指導方
法を工夫し、演奏技術が身に付くよう
繰り返し指導すると共に、児童と共に
作り上げていくようにする 

○支援が必要な児童に対して個別の言葉
がけをしたり、実態に合った課題を与
えたりするなど、一人一人が達成感を
得られるようにする。 

 

 

 

図 

 

工 

 

 

 

○造形に対する意欲が高い。 

○豊かに発想できる児童が多く、友達
の作品から良さを感じ、アイディアを
共有できる児童も多い。 

○題材に意欲的に取り組む児童が多
いが、技能や発想に支援を要する児童
もいる。 
 

○児童がより意欲的に学習に取り組
めるよう、表現方法の自己選択等自
分から工夫して表現できる題材を
工夫する。 

○道具や材料の使い方などの基本 
的な技能を、スケッチなどを活用しな
がら身につけさせる。 

○支援を要する児童に適切な対応 
を行う必要がある。 
 
 

○児童が興味，関心を持ち意欲的に取り
組めるよう，表現や発想に選択肢の多い
題材を工夫する。 
○糸鋸・のこぎり・彫刻刀などを安全に
気を付けながら正しく使えるように指導
する。また絵の具等基本的な道具の使い
方を身に着けさせる活動を学習の中に適
宜取り入れていく 

○支援を要する児童に対し、中間鑑賞や
個別指導を通じて適切な助言を与え，
題材に集中して取り組めるようにする
。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和元年度 文京区立昭和小学校 授業改善推進プラン 

 

 

 

教

科 

指導上の課題の分析⇒
 

指導の在り方⇒
 

授業改善の視点
 

 

 

国 

 

語 

○漢字の読み書きは習熟している児童

が多い。 

 

 

 

○物語文・説明文的な文章を読み、課題

を解決していくことが好きな児童が

多い。 

 

 

 

○文章の主語、述語にねじれがあり、簡潔に

書くことに課題がある。 

 

○話の中心を分かりやすく話したり、話の中

心を聞いたりすることに課題がある。 

 

○新出漢字を学習する際に、熟語

やその意味も調べさせ、語彙を

さらに増やしていく。 

 

 

○課題を児童が自分たちで作成

し、より主体的に学習できるよ

うにする。 

 

 

 

○主語と述語を最初に考え、その間

に必要な言葉を入れるようにさせ

る。 

 

○話型を示す。ペアを変え、繰り返

し、話をさせる。聞くことに関し

ては、一番大切なことをメモさせ

る。 

○１日２文字の新出漢字をポイントや語

句の意味を確認しながら確実に取り組

む。 

○調べてきた熟語を紹介する時間を設け、

語彙を増やしたり、漢字に興味をもった

りすることができるようにする。 

○感想や疑問などから課題を作成させる。

良い課題とはどういうものかを具体的

に示す。 

○話合いの方法を工夫し、児童がより主体

的で対話的な学習ができるようにさせ

る。 

○短いスパンで文章の見直しを数回行い、良い

文章は、その場で全体に広め、自分の文章を

直す時間を設定するようにする。 

〇一番大切なことに対してどのようなことを考

えたのかを書かせる活動を取り入れること

で、聞く意識とメモを取ることの必然性をも

たせる。 

社 

 

会 

○情報量の多い資料を正確に読み取り、

複数の情報を結び付けて思考するこ

とに課題がある。 

 

○地図の読み取り、位置関係を把握する

ことに課題がある児童がいる。 

○授業中に活用する資料を読み

取る際に、資料を見る視点を示

して指導する。 

 

○地図を見る際には、まず全体図

を見て大まかな地形の特徴を

捉えるように指導する。 

○資料を読み取って考える活動を行う際

には、ＩＣＴ機器を活用し、一斉指導で

読み取り方のポイントを指導し、その後

個別で課題解決する時間を設けるよう

にする。 

○地図帳を活用する場面を多く設け、地図

を日常的に活用する姿勢を身に付ける。 

 

算 

 

数 

○計算力の個人差が大きい。特に、小数

のかけ算、割り算に課題がある。 

 

 

 

○図形についての概念や性質を理解し、 

考察することに課題がある。作図の技

能が低い児童が多い。 

 

○学習したことを生かして解く発展問

題に課題がある。 

○個々に合った習熟度別コース

を選べるようにする。 

○ドリルやプリントなどを効果

的に利用し、基礎基本を定着さ

せる。 

○課題を解決するときには、身近

な事象と関連付けて考えさせ

ることで、意欲を高め、量につ

いての感覚を持てるようにす

る。 

○自力解決では、既習事項を用い

て自分の考えを表現できるよ

うにする。 

○見積もりを出して答えを予測してから

計算するようにし、誤答に気づくように

する。 

 

 

○図形の活動では、作業的、体験的な活動

の時間を積極的に取り入れ、図形に親し

み、技能を向上させる。日常的に図形を

取り上げて考えるようにし、量感を養

う。 

○既習事項を応用して解く課題を取り入

れ、定期的に復習できるようにして定着

を図る。 

 

理 

 

科 

○実験や観察の結果を読み取り理解す

ることはできているが、そこから情報

をまとめて考察し、問題を解決するこ

とに課題がある。 

○実験、観察などの時間を多く取

り入れる。 

 

○グラフや表を活用して、実験結

果をまとめる力を高められる

ように指導する。 

○複数の情報を関連付けて考え

られるように資料活用の視点

を示して指導する。 

○実験方法などを自分たちで考え、試行錯

誤しながら問題解決を図れるよう、実験

の時間を十分に確保する。 

○授業で結果をまとめる時間、考察する時

間を多く確保し、自力解決する力を身に

付けられるようにする。 

○結果と考察の違いを明確にし、結果から

共通性や規則性を導き出せるようにす

る。 

第５学年 

 



  第５学年－２ 

教 

科 

指導上の課題の分析⇒
 

指導の在り方⇒
 

授業改善の視点
 

体 

 

育 

○自分に合っためあてを立てることが
課題である。 

 
 
 
 
 
○技のポイントを理解していないため、
ポイントを意識して取り組んだり、グ
ループ学習の際に的確な声かけをし
たりすることが十分でない。 

 
 
○様々な運動感覚を身に付いていない
児童が多い。 

○スモールステップで自分に合った
めあてを立てることができるよう
にする。 

 
 
 
 
 
○学習カードや掲示、デジタル教材
などを活用し、技のポイントを視
覚的に分かるようにする。 

 
 
 
 
○補助運動の場の設定を工夫し、楽
しみながら様々な運動感覚が育つ
ようにする。 

○最初の数時間はクラスで共通の課題を
設定し、技に取り組む。その後、自分に
合っためあてを具体的に立てることが
できるようにする。めあてを上手に立て
た児童をその場で賞賛し、お手本にさせ
る。 

○技のポイントの順番を示し、スモールス
テップでめあてを立てさせる。 

○技のポイントを動きに沿って、一つ一つ
確認していく。オノマトペを使った声か
けを示し、児童同士がより声かけをしや
すいようにする。 

○デジタルカメラやタブレットを活用し、
技を客観的に見ることで、よりポイント
を意識させる。 

○ゲーム感覚でできるような補助運動を
多く取り入れ、児童が楽しみながら活動
することができるようにする。 

 

 

音 

 

楽 

○前向きな学習態度で取り組んでいる
児童が多い。 

○集中して楽しみながら歌うことがで
きる児童が多い。器楽は、細かな音符
の動きや音色に気を付けて演奏でき
るようになってきたが、技能習得に支
援が必要な児童もいる。 

○楽曲を聴いて感じ取ったことを言葉
にする力が伸びてきているが、個人差
がある。 

○できたところや表現の良い部分を
認め、自信がもてるように声かけ
を続ける。 

○演奏の技術向上を図り、段階に応
じて曲想を生かした表現を工夫す
るようにさせる。 

○曲の雰囲気を表す言葉の語彙や音
楽を形作っている要素についての
知識を広げ、思ったことや感じた
ことを文章で表すことができるよ
うにする。 

 
 

○課題やめあてを明確にし、見通しをもた
せて指導する。 

○選曲を工夫し、基礎的な表現の能力を高
め、音楽表現の喜びを味わうよう指導す
る。 

○課題の評価を明確にし、指導内容の定着
を図るとともに達成感を感じ取れるよ
うにする。 

 
 

 

図 

 

工 

 

○意欲的に造形活動に取り組んでいる
児童が多く、自分なりの表現方法を工夫
できる児童が増えた。 
 
○豊かに発想できる児童も多い 
 が，高学年になると，技能の部分に目
がいきがちで、自己の作品に対して自
信の持てない児童も増えてくる。 

○多様な技法や表現方法を紹介し自
分の作品のイメージに合わせて自
己選択できる部分を多くする。 

 
○人とは違った良さを認め合う活動
を多く持ち，自信を持って、自由
に発想できるよう適切な声かけを
する必要がある。      

○児童ひとりひとりが意欲的に取り組め
るよう題材，テーマを工夫する。 

 また振り返りカードを活用し製作の見
通しを持たせる。 

○さまざまな表現方法を示し，作品の製作
途中の鑑賞を取り入れながら、人と違っ
た良さを認め合い、児童一人一人の学び
合いを深める。 

家

庭 

〇男女ともに意欲的に取り組み、楽しみ
ながら作業できる児童が多い。 

○調理実習では、準備や片付けなども男
女ともに協力してでき、時間内に作業
を終えることができる。 

○自分の意見や考えに自信が持てない
のか、発表をする児童が限られている
。また、現状に満足し、それ以上のが
んばりをしない児童もみられる。 

○自分の力で粘り強く課題解決に向
けて取り組めるよう日常生活との
関連を意識させ、自主的・主体的
な授業を工夫する。 

○現状に満足せず、家庭の一員とし
てできることを一つでも増やし、
一つ上の段階やレベルをめざすよ
う意識させる。 

 
 

○日常生活との関連を意識させるために、
具体例を多く挙げ、意見を引き出せるよ
うな発問の仕方を工夫する。 

○対話活動を多く取り入れ、自分の意見や
考えに自信を持てるようにする。 

○自分の技能や工夫などがステップアッ
プできるように振り返りカードを利用
し、学習の見通しをもたせたり、学習段
階を可視化し自分で把握できるように
したりする。 

 

 

 
 
 
 

 



 

令和元年度 文京区立昭和小学校 授業改善推進プラン 

 

 

 

 

教

科 

指導上の課題の分析⇒
 

指導の在り方⇒
 

授業改善の視点
 

 

 

国 

 

語 

○目的や意図に応じて、自分の考え

を明確に書いたり、話したりする

ことが十分ではない。 

○文と文との意味のつながりを考

えながら、接続詞を使って書くこ

とが課題である児童が多い。 

○語彙の量や語句の意味理解、正し

い漢字の活用が全体的に不十分

である。 

○朝学習や授業のはじめの時間

を活用して、目的や意図に応じ

た自分の考えを書く時間を確

保し、指導を行う。 

○文の構成や語句の仕組・働きに

ついて、年間を通して継続的に

指導して、定着を図る。 

○語句や新出漢字の理解定着を

図るために、学習時間の確保や

辞典の活用を呼びかける。 

 

○目的に応じて、自分の考えを短くまと

めて書く指導を丁寧に行い、理解を深

めさせる。また、書いた文章を伝え合

う活動を通して、意欲を高める。 

○語句の習得やミニ作文の時間を確保

し、構成などの特徴を理解できるよう

に書くことに慣れさせる。 

○辞典を活用する習慣を身に付けさせ、

語句の意味理解の定着を図る。 

 

 

社 

 

会 

○ワークテストの結果や授業から

多くの児童は社会的事象につい

ての知識・理解が豊富である。し

かし個人差が大きいように感じ

る。 

○資料から必要な情報を選択し、適

切に表現する力や活用する力が

不十分である。 

 

○児童の社会的事象の知識や理

解を事前に把握し、個にあった

学習を進める。 

 

○資料を活用して説明をしたい

と思うような学習課題を設定

する。 

○板書計画を見直し、重要語句の理解が

浸透するように工夫していく。また、

授業のはじめに前時の振り返りを意図

的に行う。 

○自分の考えを表現できる場や時間の確

保を行い、単元のまとめでは新聞作成

や振り返りの活動を取り入れる。 

 

 

算 

 

数 

○基礎的な知識の定着に関して個

人差が大きく、理解が不十分であ

る。 

○既習事項を基にして、発展的な課

題を解決したり、説明したりする

ことに課題がある。 

○単元ごとに児童の習熟度やニ

ーズに合わせて、指導を行う。 

○自力解決の時間を十分に確保

することで、自分の考えをもた

せ、集団検討で表現力を高めさ

せる。 

○個別指導や補充の指導を行い、基礎的

な知識の定着を図っていく。また、教

師間で、指導内容や児童の様子につい

ての情報を共有する。 

○日常の言語や式、表、図、グラフなど

の既習事項を用いた様々な表現方法を

活用し、自分の考えを表現する活動を

取り入れる。 

○他者に簡潔に説明するという目的意識

をもたせるために、他者との対話や学

び合いの時間を設定する。 

 

 

 

理 

 

科 

○自然的理解や知識はあるが、既習

事項や身近なことに関連付けて

考えることが難しい児童が多い。 

○実験の結果を正確に記録するこ

とはできているが、結果から考察

をし、まとめることが全体的に苦

手である。 

 

○既習事項を結び付けながら考

えられるように、継続的に指導

する。また、他者との交流時間

を確保し、様々な考えに触れる

活動を取り入れる。 

○問題・仮説・実験・結果・考察

・結論の手順や様子を常に明記

し、考え方の仕方を指導する。 

 

○他者との意見や考えを比べ、共通点や

相違点を話し合う活動を通して、様々

な事柄と関連付けて考えられるように

させる。 

○問題解決型の学習方法を理解させ、問

題やねらいを意識させながら学習を進

めさせる。また、考察の仕方の定着を

図る。 

第６学年 

 



 

教 

科 

指導上の課題の分析⇒
 

指導の在り方⇒
 

授業改善の視点
 

 

体 

 

育 

○運動に関する意欲は高いが、め

あてをもって取り組める児童は

少ない。 

○意欲的に取り組む種目に偏りが

ある。 

○ワークシートを活用して、運動に合

わせためあてをもたせ、活動に取り

組ませる。 

○運動が苦手な児童にも意欲的に取 

り組めるよう、スモールステップの

めあてを立てることができるよう

にする。 

○学習を計画的に行い、ワークシートの

児童の自己評価や振り返りをもとに

次時の授業を組み立てていく。 

○ワークシートや動画教材などを使い、

技のポイントや単元の見通しをもた

せ、前向きな声かけを行う。 

 

 

音 

 

楽 

○前向きな学習態度で取り組んで

いる児童が多いが、個別の声掛

けや支援が必要な児童もいる。 

○集中して歌うことができる児童

が多い。器楽は、技能的な部分

でのばらつきはあるが、音色の

美しさに気を付けると共に、短

時間で演奏できる児童が増えた

。 

○楽曲を聴いて感じ取ったことを

言葉にする力が伸びてきている

が、個人差がある。 

○学習のきまりをしっかり身に付け

させ、定着させる。 

○取組が難しい児童には段階を踏ん

で技術の向上を図り、どのように表

現したいかにつなげられるように

する。 

○楽曲を聴いて音楽を形作っている

要素を聞き取り、楽曲の特徴や良さ

を理解することができるようにさ

せる。 

 

○課題に対して、めあてをわかりやすく

具体的に指導するとともに、児童の自

己肯定感を高められる声掛けを心掛

ける。 

○選曲を工夫し、基礎的な表現の能力を

高め、音楽表現の喜びを味わうよう指

導する。 

○課題ごとの評価を明確にし、指導内容

の定着を図るとともに達成感を感じ

取れるようにする。 

 

 

 

図 

 

工 

 

 

 

○意欲的に造形活動に取り組ん 

でいる児童が多く、友達の良さ

を認め合い、アイディアを共有

し合うことができている。 

○豊かに発想できる児童も多いが

高学年になると、常識にとらわ

れ、発想することに苦手意識を

もつ児童が増えてくる。 

 

○多様な技法や表現方法を紹介し自

分の作品のイメージに合わせて自

己選択できる部分を多くする。 

○人とは違った良さを認め合う活動

を多く持ち、自信を持って発想でき

るよう適切な声掛けをする必要が

ある。 

○手順を示して見通しをもたせ、ふりか

えりカードを活用し、今何をするのか

を明確にする。また児童一人一人が意

欲的に取り組めるよう表現方法や使

う材などに幅をもたせ児童が自分の

考えで選択できるように題材，テーマ

を工夫する。 

○中間鑑賞や技法・作品の紹介を取り入

れながら、児童一人一人の造形的な表

現力を高め、お互いの良さを認め合え

る機会を多くもつ。 

 

 

家 

 

庭 

○男女ともに興味関心をもって取

り組んでおり、発言もグループ

活動も意欲的に取り組むことが

でき、友達同士で協力しながら

教え合いや学び合いもできる。 

○学んだことを家庭生活で生かせ

ている児童と、生かせていない

児童がいる。また、家庭での実

践や生活経験が乏しく、技術が

伴わない児童も見られ、個別の

支援が必要な児童もいる。 

○個々の能力に応じた指導を行い、苦

手意識を持たせないよう学習計画

やその内容、指示の出し方を工夫す

る。 

○日常生活での必要性などをしっか

り確認し、家庭で実践することの大

切さを意識させ、理解させる。 

 

○製作では、自分の力量に合わせた作業

の順序や工程などを考えて判断させ、

個人のめあてや目標を決めさせる。 

○丁寧な机間指導を行い、それぞれの児

童の進度や技能に合った支援や声か

けをする。 

○長期休業などを利用して、学んだこと

を家庭で実践する機会をつくる。 


