
 

 

 成 果 と 課 題 
 １ 年 ２ 年 ３ 年 ４ 年 ５ 年 ６ 年 

国 語 

教材と関連する本を紹介したり読み

聞かせをしたりしたことで、興味を広げ

ることができた。 

文字を正しく丁寧に書ける児童が増

えたが、文章の中で漢字が使えなかった

り、字形を整えて書いたりすることが難

しい児童もいる。 

すすんで、話したり聞いたりする児童

が多くなった。話したり文章を書いたり

するときに、引き続き、語と語や文と文

の続き方を指導していく必要がある。 

生活科や他の教科との関連を図りな

がら、児童が興味関心をもてる題材を選

ぶことで意欲的に書く児童が増えた。ま

た、構成メモを効率的に活用したこと

で、自分の意見や考えを表現することが

できるようになってきた。しかし、書い

た文章を読み返して、よりよい文章に直

すことに対しては、難しい児童が多い。 

音読など、児童が日常生活の中で様々

な言葉に触れる機会を多く確保するこ

とで、言葉の面白さを感じることができ

た。 

 国語辞典を日常的に使用し言葉に親し

むことで語彙が増えた。また、漢字やロ

ーマ字の学習に対して主体的に取り組

む姿が見られた。 

 相手意識をもって話をすることの大

切さを繰り返し指導し手本を見せるこ

とで挨拶や返事の声は大きくなった。 

 文章を書くことに対しての抵抗感は

なくなったが、主語と述語が整った文章

を書くことはまだまだ難しい児童がい

る。相手に伝わる文章表現について指導

を続ける必要がある。 

工夫をした話し方と工夫していない

話し方を比べさせたことで、目的を明確

にしてから話すことができるようにな

った。 

国語辞典を用いて語彙集めをしたこ

とで、言葉の性質の理解が深まった。詩

や短文づくりをしたことで様々な表現

をすすんで活用していた。 

日頃のノート指導を繰り返し行った

ことで、既習の漢字を活用しようとする

児童が増えたが、十分ではないため、継

続した指導の必要がある。 

児童の興味・関心の中から学習課題を

設定することで、自分なりの考えをもた

せ、主体的に学習に取り組ませることが

できた。 

報告文や意見文、推薦文を書いて発表

することで、資料から必要な情報を取り

出したり、引用したりして、自分の考え

を表現できるようになってきた。より効

果的に資料を活用し、自信をもって発表

できるように、さらに経験を積ませた

い。 

計画的に新出漢字に取り組んで

ことで習熟を図れた。物語文にお

いては自分たちで課題を設定し、

課題を解決していくことで、主体

的に学習をしていた。 

 ＩＣＴを活用した効果的な交流

方法は、もっと効果的場面と方法

について、教師自身の教材研究が

必要である。 

聞くことにおいては、大切なこ

とをメモすることに課題がある。 

社 会 

   映像、イラスト、写真から気が付いた

ことや、疑問に思ったことをノートに書

き出す活動を多く行い慣れてきた。 

 ICT 機器を活用し、学習したことを写

真やグラフなどを用いてまとめること

ができた。 

 教科書のグラフや表をそのままノ

ートに写して終わる児童が多かったた

め、資料を通して「なぜ、どうして」の

視点を常にもたせ 、自分の考えや予想

を書くことができるようにしたい。 

〇都道府県の特色について、地図
帳やインターネット、クイズに解
答するなどをしたことで、理解が
深まった。 
〇学習のまとめの祭、例を示した
ことで計画を立てながら円滑に進
めることができていた。 
〇資料を読み取る活動を増やした
ことで、資料を関連付けて考える
ことができるようになった。 

導入で学習のねらいを捉えさせたり、

参考サイトを事前に用意したりしてお

くことで、タブレット PC を活用して課

題に沿った情報収集をする力を高める

ことができた。しかし、調べた情報を精

選し、自分の考えを交えて表現する力に

は個人差が大きい。目的や資料に応じた

まとめ方を身に付けることが課題であ

る。 

ICT機器を活用し、写真やグラフ

といった資料を提示し、「資料か

らわかること」を中心に考える学

習活動を進めることができた。ま

特に歴史の単元で児童の思考を深

めるのに役立った。一方で、児童

のもっている知識により差が大き

く、自分の考えや疑問をノートに

まとめ、発表する機会を十分に持

たせられなかった部分が課題であ

る。 

算 数 

児童間で伝え合い、皆の前で説明をす
る活動を多く取り入れることで、算数の
学習を積極的に楽しもうとする児童が
増えた。 
宿題に算数のプリントを出すように

し、習熟をはかることができた。 
国語の学習と関連付けて、書く活動を

日常的に取り入れたことで、問題場面を
イメージして問題文の内容を理解でき
る児童が増えてきた。 

学習に対し、意欲的に取り組む児童が増

えてきたが、学力差が少しずつ開いてき

たため、定着を全体に図ることはできな

かった。 

量感を身に付けるための活動を多く

と例入れたことで、生活に結び付けて算

数の学習に取り組むことができた。 

ドリルやプリントなどを効果的利用

したり、児童の実態に合わせて授業を工

夫したりしていったことで、基礎的な力

はだいぶ身に付いたといえる。今後は、

さらに体験的な活動や学び合う活動を

増やし、思考力・表現力を高めさせてい

くことが重要である。 

個々の児童の学力差が大きく、全体と

しての基礎基本の定着はまだまだであ

る。そうした中でも、主体的に学ぶ児童

の姿は多く見られるようになってきて

いる。今後もコースに応じて指導方法の

改善を目指し、すべての児童の学力向上

を目指していくことが重要である。 

学年全体の学力は高く、チャレンジコ

ースの人数の割合が多い。一方では、基

礎基本の定着をしっかりと進めていく

必要もある。コースごとに学習進度や指

導内容を工夫し、より児童の実態やニー

ズに合わせた授業展開をすることが必

要である。 

6 年間の基礎基本はおおむね定着してい

るが、今後は、思考・判断力や表現力をさ

らに身に付けさせていくような指導に重点

を置きたい。全体的に学力が高いため、発

展問題等の教材開発を行って行く必要があ

る。 

理 科 

  ・活動や経験をもとに問題作りを

行い、目的を明確にして実験や観

察に取り組むことに慣れてきた。 

・実験結果を知識に合わせようと

する傾向があった。実験や観察の

結果をもとにした考察を通して問

題を解決する学びの流れの定着を

さらにすすめる。自分の考えを書

く時に言葉が足りないことがあっ

た。例文等を示して、分かりやす

い表現ができるようにしたい。 

〇インターネット教材や資料を活

用してイメージをもって実験した

ことで扱い方について理解を深め

ることができた。 

〇問題、予想、結果、考察などの流

れを確認したことで結論を導き出

せるようになった。 

 問題提示の工夫を意識し、身近な事象

と関連付けながら見通しをもたせるこ

とで、意欲的に仮説を立てたり、考察し

たりすることができた。また、課題解決

のために、行う実験に対して、試行錯誤

しながら取り組むことができた。 

 交流の時間が不十分だったため、多様

な意見に触れることが少なく、考えを広

げたり、深めたりすることが難しかっ

た。 

実験や観察の前に児童一人一人に学

習課題を意識させ、「何について調べて

いるのか」を明確にすることができた。

また、実験道具の説明をする際は、ICT機

器を有効に活用し、安全に正しく実験用

具を使用させることができた。 

年間の学習計画の中で、計画的に実験

や観察を設定することが難しかったた

め、結果から分かることと分からないと

ころを区別して、考察する力を高めると

ころに課題が残った。 

生 活 

観察カードや振り返りを書く時に、書

く視点を示したり、教師の問いかけに答

えたりすることで、絵や文で表現するこ

とが苦手な児童も主体的に学習に取り

組むことができた。観察や探検、製作活

動など、体験的な活動を多く取り入れた

ことで、自然や人との関わりに関心をも

ち、楽しみながら活動することができ

た。 

国語科の観察単元と連携し、児童の目

線から、経時的な変化の見方などの観察

の視点を明確にさせることで、観察の記

述を適切に統一することができた。 

人に会う体験活動が困難なかわりに

資料を見たりや個人で街を歩いてきた

りするなどの工夫をして、楽しく活動す

ることができた。 
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音 楽 

楽しみながら音楽活動に取り組むこ

とができた。 

児童同士で演奏を聴き合うことで、音

楽表現の楽しさを感じたり、「強弱」や

「速さ」「リズム」等の音楽の要素に気付

き自分でも表現しようとしたりする児

童が増えた。 

器楽演奏に関しては、技能面に差があ

るので、個別に指導する必要がある。 

鍵盤ハーモニカの演奏など児童が自

分の課題と目当てをもたせ、個別に指導

する機会を作り段階的に技能を習得さ

せ上達を図った。 

 歌うことの制限が多い中、ボディパー

カッションなどを併用し、リズムや音の

強弱に気を付けながら表現する指導を

行った。制限が解除されたら、思いっき

り表現できるようにさせていきたい。 

 

基礎基本を繰り返して指導するとと

もに、音楽を聴いた際に知覚・感受した

内容を積極的に発信し、表現の工夫につ

いての考えを広げることができた。自分

の思いを伝えるための語彙も増えてき

ている。コロナ禍のため、合唱やリコー

ダーなどの実技の演習を多く実施する

ことができなかった。次年度は実技演習

の場面を多く設定していきたい。 

選曲を工夫し、めあてを明確にしたり

自分たちの演奏を客観的に聴いたりし

た。活動後に振り返りをし、よりよい表

現をするためにどうしたら良いかを考

える活動を通して、学年全体としての表

現の力が伸びてきた。コロナ禍のため演

習の機会を多く設けられなかったこと

もあり、技能の面でやや個人差があるの

で、次年度に力を入れていきたい。 

めあてを明確にし、活動後に課題の達

成度を振り返ることで、学習内容の定着

を図ることができた。コロナ禍のため、

合唱等の実技の演習を多く実施するこ

とができなかったが、楽曲に対する分析

や知覚・感受した内容をどのように表現

するかの検討は例年よりじっくり取り

組めたので、次年度はその経験を生かせ

る実技演習の場面を多く設定していき

たい。 

学習のめあてを明確にし、的確な指示

を心掛けることにより、指導内容の能力

を高めることができた。特に行事に関わ

る学習活動を通して、全体の見通しをも

ったり、表現の力を伸ばしたりする箏が

できた。音楽づくりではリコーダー等が

使えない状況であったが、タブレットパ

ソコンを活用しての創作を行うことが

できた。 

図画工作 

 学習予定を学年便り等で伝えること

で、学習内容の認識を深め、各自が取り

組みたい内容を具体的にすることがで

きた。作品の鑑賞を通して、友達の工夫

の仕方や自分との見方の違いを知り、そ

の後の製作に生かすことができた。 

 一方で、自分のしたいこと、興味をも

ったことに気持ちが引っ張られてめあ

てから離れて製作してしまうことがあ

る。授業のめあてを明確に提示していく

必要がある。 

材料や用具に十分に慣れさせ、使う練

習をするような時間もとり、一人一人に

応じた制作活動ができるようにしたこ

とで、意欲的に取り組んだ。また、作品

の鑑賞をすることで、友達の工夫や良

さ、自分との違いを感じ、他者を認め感

性を高めることができた。 

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。

どういった点に気を付けて見ると良い

のか具体的な指示や助言を工夫してい

く必要がある。 

制作途中の鑑賞タイム、ＩＣＴの活

用、児童一人一人への声かけなどによ

り、多くの児童が発想を広げ、意欲的に

製作に取り組んだ。段階を追って、一つ

一つの道具の用法を理解させ、安全指導

を徹底することにより技能が向上した。

題材の順序・作業動線等を工夫すること

で、コロナ禍でもディスタンスを取った

活動ができた。基本的な技能や制作のス

ピードに、かなり個人差があることが今

後の課題である。 

題材を工夫したり、ＩＣＴを活用した

りすることにより、多くの児童が意欲的

に創作に取り組み、その中で基本的な技

能も身に付けることができた。活動の導

線や手順を工夫することで安全を確保

することができ、またコロナ禍に対応し

たディスタンスを取った活動ができた。

基本的な技能の個人差がかなりあるの

で、支援を要する児童に対する指導・助

言の仕方を工夫していく必要がある。 

題材、テーマの工夫や適切な助言、手

順を示すことにより、多くの児童が意欲

的に創作活動に取り組み、個々の造形的

表現力も高まった。コロナ禍においても

導線や題材の工夫で密を避けることが

できた。また各学習時間の最後に振り返

りを行うことにより、次時の活動への見

通しをもって製作に取り組ませること

ができた。今後も児童の実態に即した題

材を工夫し、互いの良さを認め合いなが

ら、アイディアを共有し意欲的に創作に

取り組ませたい。 

題材、テーマを工夫したり、表現方法

に幅を持たせたりすることにより、児童

一人一人が意欲的に創作活動に取り組

むことができた。また、長時間の単元で

は学習カードを使って振り返りや鑑賞

を行うことにより、活動全体の見通しを

持って制作に取り組ませることができ

た。素材や題材を工夫することで、コロ

ナ禍でも密を避けて制作活動に取り組

めた。今後も、個々の個性や創造力をい

かし、互いの良さを認め合いながら意欲

的に創作に取り組ませていきたい。 

家 庭 

    年間指導計画を弾力的に入れ替え、

家庭と連携しながら学習を進めること

ができた。また、ICTを活用し交流する

ことで、児童の興味・関心を高めた

り、自分の考えや価値観を広げたり、

深めたりすることができた。振り返り

カードの活用や、資料・作業内容等の

視覚化では、学習の見通しをもって主

体的に学ぶ児童の姿が多く見られた。 

調理実習については、次年度以降も

家庭での学習と併せて行うことも視野

に入れ、慎重に学習を進める。 

自分の力量に合わせて、作るものや

個人の目標を決めたり、休み時間など

の補教でそれぞれの個に応じた指導を

したりすることで、苦手な児童にも作

ることの楽しさや完成したときの達成

感などを味わわせることができた。  

食分野については、調理実習ができ

ないことでモチベーションを保つこと

が難しかったが、家庭学習ができるよ

うに計画的に課題設定ができた。家庭

実践が継続されるよう家庭との連携を

深める。 

体 育 

身体を動かすことの楽しさを友
達と関わることを通して味わうこ
とができた。 
動き方だけでなく、それまでの

努力過程を称賛することで意欲的
に活動できる児童が増えた。 
リズムに合わせて身体を動かす

ことに意欲的であり、ゲームなど
遊びの要素を取り入れた活動が好
まれた。 
基本的な集団行動の動きを身に

付けている。また、学習カードを活
用することで、児童の思考がよく
理解できた。 

コロナ禍においても導線や題材の工

夫で密を避けながら活動できた。 

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、友達の良いところ

を見たりすることで意欲的に活動した。 

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した

ことで個に応じた活動ができた。 

運動の仕方について、思考したり、工

夫したり、表現したりする活動が十分で

はなく課題である。 

ＩＣＴを活用し、自分やと友達

の運動する姿を繰り返し観察した

り、比較したりすることで、友達

の良さに気付いたり、自分の運動

課題が分かって、ふさわしい運動

の場を選んだりする力が身に付い

てきた。また、それらを通じて上

達を感じ、運動意欲が高まった。 

児童同士の交流に制限があり、

十分な伝え合い活動ができなかっ

た。運動のポイントや言葉かけの

例を示して、関わる際の手がかり

としていきたい。 

モジュール学習を取り入れ、苦
手克服の時間を設けたが、全員が
苦手克服をすることができなかっ
た。タブレット活用した交流など
により、自分の動きを客観的に見
ることができねポイントを意識し
て運動することができるようにな
った。 
タブレットやホワイトボード、

作戦カードなどの教具を使って、
身体接触がないように配慮して指
導することで、工夫して運動する
ことができた。 

活動に制限がある中でも、ルー

ルや動きを工夫して、楽しみなが

ら運動に取り組むことができた。

また、タブレット PC を活用して、

自分の動きを客観的に見ること

で、ポイントを意識して練習に取

り組み、技能を高める児童が増え

た。今後もさらに活用方法を検討

し、ICTを生かせる場面を増やす。 

自分に合っためあてを立てるこ

とができるようになった児童が増

えた。動きをオノマトペにするこ

とで基本的な動きを身に付けるこ

とができた。また児童がオノマト

ペを考えるなどの様子も見られ、

児童同士の学び合いが深まった。 
ＩＣＴ機器を活用したことで、客
観的に動きを見ることで、技能の
向上は図れた。 
 補助運動を多く取り入れ、技能
の向上を図ることができ、怪我の
防止にもつながった。 

外 国 語 

    簡単な内容を中心に、一人一人

が発表できる機会を設けること

で、自分の考えを表現することに

自信が付いた。また、英語に苦手意

識のある児童への個別指導を通し

て、積極的にコミュニケーション

をとる児童が増えた。 

学び合いの時間や交流の時間が

なかなかと確保できず、技能の向

上や技能の個人差が縮まらなかっ

た。 

学習した表現を使い、一人一人が

発表する機会を多く設け、相手に

伝えるという意識をもたせること

ができた。英語が堪能な児童には

なるべく早い段階で発表をしても

らうことにより、それを手本とし

てどの児童も表現をすることの楽

しさを味わえるような指導を行う

ことができた。 

 



 

 


