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指導上の課題の分析

指導のめあて

国

○文章に書かれている大事な言

○正しく音読したり、語として

語

葉や内容を正しく読み取る力

のまとまりを意識して読んだ

読カードを活用する。保護者

文中の大事な言葉を見つけ

を育てる必要がある。

りできるようにする。

と連携を図って、家庭でも日

られるようになり、順序に気

常的に練習できる環境を整

をつけながら文章の内容を

える。

読み取れるようになってき

科

授業改善の視点

評価（成果と課題）

○音読に力を入れ，音読集や音 ○日々の音読の継続によって、

た。
○区立図書館や学校司書など ○区立図書館や学校図書館支
と連携し、教科書教材に関連

援員と連携し、教科書教材に

した本などを随時紹介する。

関連した本を紹介したり、読
み聞かせたりすることで、読
書生活を楽しむ姿勢が身に
ついた。

○友達や下級生に向けて伝え ○相手を意識することで、分か

○身近なことなどについて、相

○事柄の順序を考えながら話す

手に応じて話す力・聞く力を

能力、大事なことを落とさず

るという設定にすることで、

りやすく伝えようとしてい

身に付ける必要がある。

に聞く能力を育てる。

分かりやすく説明できるよ

た。

うにする。

○身近な話題にすることで、興

○遊びの説明など、身近な話題

味をもって話したり、聞いた

で話すことによって、聞こう

りする姿勢が身に付いてき

とする意欲を高める。

た。メモの取り方は、引き続

き練習する必要がある。
○分かりやすい文章を書く力を
育てる必要がある。

○順序よく文章を書くため、メ

○いろいろな形式の文章を書 ○説明文や物語文、日記や作文

モの取り方や文章（始め・中・ く機会を設け、読み合う。

の書き方を学習して、個々の

終わり）の組み立て方を理解

書く力を概ね伸ばすことが

する。

できた。
○漢字を覚えていても使うこ

算
数

○漢字の読み書きでは、読みか

○学年別配当漢字の読み書きを

○漢字の書き順のきまりをお

とにはまだつながっていな

えや送りがなを正しく身に付

確実に身に付けられるように

さえ、読みかえの漢字や熟語

いので、作文指導時などに伝

ける必要がある。

する。

について繰り返し指導する。

えていく。

○筆算では、繰り上がり・繰り ○第１学年での学習内容を含 ○習熟度別指導体制を取り入 ○休校中の復習後、すぐに習熟
下がりの仕組みが説明でき、

め十進数の仕組みや加減の

れる。

度別指導体制を取り入れる

正しく計算できるようにす

方法などの基本を繰り返し

ことによって、各自の学びや

る必要がある。

指導する。

すいペースで学ぶことがで
きた。

○文章題では、演算決定や立 ○式の意味や、筆算との関係を ○立式の際、絵や図を活用する ○テープ図で表す便利さを伝
式、答え方を正しくできるよ

理解させる。

方法を指導する。

うにする必要がある。

え、かき方を丁寧に指導した
ことで、立式の仕方が身につ
いてきている。

○身の回りのものの長さ・かさ ○単位の仕組みや測定する用 ○具体的な操作活動をする機 ○ものさしや自作のテープも
などの量感を育て、活用でき

具の正しい使い方を理解さ

会を多くし、適切な単位で測

のさしの活用で、身近な物や

るようにする必要がある。

せる。

定したり、単位同士の関係を

学校内の測定を十分にさせ

理解したりできるようにす

た。また、自分の体の長さを

る。

知ることで、量感が次第に身

○身の回りのものの長さ・かさ ○身の回りで使われている単
などの量感を養う。

につきつつある。単位の換算

位やその長さ・かさなどを適

は、プリント等で補ったが、

宜紹介し、意識付けを図る。

さらに指導していく。

○身の回りのものの長さ・かさ
の見当をつけさせ、測定する
活動を随時取り入れる。
○乗法では、その式が立つ意味 ○乗法の使われる場面、使えな ○乗法の意味理解のための操

○習熟度別指導体制により、

理解を十分させた上で、九九

い場面を弁別できるように

作活動と九九の反復練習を

乗法の習熟が図れた。個別対

を定着させたい。

する。

する。

応で反復練習をしたことで、
多くの児童が九九テストに
合格できた。

生
活

○日常的に植物や生き物に触 ○野菜を育てる活動を通して、 ○生活科カードを活用し継続 ○年間を通して、様々な野菜を
れる機会が少ない。

科

その変化や生長の様子に関

して観察することによって、

栽培することで、生長の様子

心をもつ。

様々な野菜の変化に気付い

や変化に気付き、絵や文でそ

たり、育てる喜びを表現した

の様子を分かりやすく表現

りできるようにする。

できるようになった。
生長に触れる一方で、生命を
大切にする心については指
導が必要である。

○ 地 域 の 施 設 や そ こ で 働 く ○ 地 域 の 施 設 や そ こ で 働 く ○「町たんけん」で公共施設の ○千石図書館、千石児童館、大
人々についての理解を深め

人々について、その役割や仕

見学を行ったり、そこで働く

鳥神社などの見学を通して、

たい。

事について理解を深める。

人にインタビューしたりす

地域の施設やそこで働く

る機会を設ける。

人々についての理解を深め
ることができた。

○ 地 域 の 施 設 や そ こ で 働 く ○「町たんけん」で分かったこ ○訪問先での気付きを友達と
人々が自分の生活を支えて

とと自分の生活を結びつけ

共有し、学びを深めることが

いることに気づき、地域に親

て考えられるように発問な

できた。

しみや愛着をもてるように
する。

どを工夫する。

○本来であれば、もっと多くの

○地域の施設やそこで働く

場所に訪問したかったがコ

人々についてまとめ、発表す

ロナ禍で、限られた場所の訪

る機会を設ける。

問となってしまった。

○自分の成長を振り返り、でき ○自分の生活や成長を支えて ○これまでの自分について家 ○家族へのインタビューで自
るようになったことや身近

くれた人々に感謝の気持ち

族や身近な人々にインタビ

分の成長について聞き取り、

な人々とのかかわりに気付

をもち、今後の学校生活に希

ューする活動を行い、自分の

意欲的にアルバム作りに取

けるようにしたい。

望がもてるようにする。

成長や様々な人とのかかわ

り組むことができた。

りに気付けるようにする。

○自分の成長を支えてくれた
人々（主に家族）に感謝の気
持ちを表すことができた。

体
育

○いろいろな運動やゲームに ○体作りの基本的な運動をは ○体育の授業をもとに、長なわ 〇長なわチャレンジでは、クラ
取り組み、日常的に体をきた

じめ、器具を用いた多様な運

チャレンジなどを有効的に

スが一体となって取り組む

えるきっかけを作りたい。

動遊びができるようにする。

活用する。

ことで、運動の楽しさを感じ

○学習カードを活用し、運動を
習慣付ける。

ることができた。
〇それぞれの運動において、学

○自分の力に合っためあてや

習カードを用いることで、意

場を選択して取り組めるよ

欲的に取り組む姿が見られ

うに、運動のしかたをより具

た。

体的に示すようにする。
○安全に気を付け、勝敗を受け ○ゲームのきまりや役割の大 ○振り返りカードに協力した

〇協力や工夫はみられたが、勝
敗へのこだわりが強くなり

入れて仲良く運動ができる

切さについて考え、勝敗を素

り工夫したりできたりした

すぎてしまう児童が少なか

ようにする必要がある。

直に認めることのよさに気

かなどを問う項目を用意す

らずいた。

付く。

る。

