
令和 4年度 学力向上を図るための全体計画 

府中市立府中第十小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○日本国憲法 

○教育基本法 

○学校教育法 

○学習指導要領 

○東京都教育目標 

○府中市教育目標 

学校教育目標 

○明るく健康な子ども 

○仲よく助けあう子ども 

○すすんで学習する子ども 

○児童の実態 

○保護者の期待や地域

の願い 

学校経営方針より（学力向上にかかわる項目） 

○自分も相手も大切にできる児童の育成 

○学ぶことに喜びを感じられる児童の育成 

○自治のできる児童の育成 

○心と体を鍛えることのできる児童の育成 

○個性を伸ばすことができる児童の育成 

目指す児童像 

「もっと～したい」という気持ちが溢れる児童 

・学習のゴールイメージをもち、問題を発見し、解決の道筋を考

えることができる。 

・学び合い、考えや学び方を広めたり深めたりできる。 

・学習する過程で、自分の考えを表現し、解決の方法や自分の考

えを修正できる。 

授業改善に向けた視点 

評価活動の工夫 
校内における研究や 

研修の工夫 
指導内容や 

指導方法の工夫 
家庭や地域との 
連携の工夫 

・10分間の個人解決の時

間に教室を２周して個

別指導や声かけ（褒め

る・認める・価値づけ

る）を行う。 

・つぶやきをひろう、問

い返しをすることを重

視する。 

・自己評価・相互評価を

通して自他の良さに気

付いたり認めたりでき

るようにする。 

・指導内容を分析し、児

童の「？」や「！」を

引き出すような資料の

提示や体験活動を意図

的に設定する。 

・感染防止に配慮しなが

ら、ペア・トリオでの

交流を積極的に行う。 

・児童の考えを可視化し

て、学習したことや自

分の思いを明確にす

る。 

・タブレット端末を適切

な場面で有効活用す

る。 

・確かな学力の定着を図

るために、家庭学習の

習慣化を図り、計画的

に課題を課す。 

・保護者・地域のニーズ

を理解し、協働して児

童を育てる。 

・二中学区小中連携を中

心に、近隣の保育園・

幼稚園との連携を深め

る。 

・ゴールイメージを明確

にし、問題解決的な学

習を行うことで児童の

主体的で深い学びとな

るような授業を目指

す。 

・社会科、生活科の授業

研究で得た授業改善の

手だてを日常の授業に

活用する。 

・週案簿に有効だった手

だてを記載し、学年で

も共有する。 

各教科の指導の重点 

・問題解決的な学習を重

視し、主体的に学ぶ意

欲を育成する。 

総合的な学習の時間の指導の重点 

・自ら課題をとらえ、す

すんで課題を解決する

力を育成する。 

・人や自然などとの関わ

りを重視した体験活動

を展開する。 

道徳教育の重点 

・身近な事柄を正しく判

断し、行動できる実践

力を身に付けさせる。 

外国語（活動）の指導の重点 

・外国語の基本的な表現

に慣れ親しみ、コミュ

ニケーション能力を育

成する。 

特別活動の指導の重点 

・自治の意識を高め、当たり前のことを当たり前に

できるようにする。 

・児童が主体的に活動する機会や場を設け、自分た

ちの学級、学年、学校を意識できるようにする。 

生活指導の重点 

・教職員間の共通理解、情報共

有を図る。 

・いじめ、不登校の予防と早期

発見に努め、組織的に対応す

る。 

進路指導の重点 

・学年に応じて、将

来を目指して自己

の生き方やあり方

を考えるキャリア

教育を行う。 



 

授業改善推進プラン （令和４年度）                                          府中市立府中第十小学校 

《十小スタンダード及び全校で統一する取組》 

◆はじめとおわりに あいさつしよう ◆必要なものだけ 机の上に◆よい姿勢で 座ろう「ぐう ぴた ぴん」 ◆「はい」 立つ 「～です」 

☆児童の実態に合った問いかけをする ☆教室前面を統一するなど、学習環境のユニバーサル化を図る ☆東京ベーシックドリルの活用 
《「もっと～したい！」という児童を育てるために、今年度、学年として系統立てて取り組むこと》 

 

 

 

 

 

授業改善に向けた教科ごとの方策 第１学年 

教科名 児童の実態 学年末までに期待される児童の姿 具体的な授業改善策(箇条書き) 検証及び修正案 

国語 

・ひらがなを書いたり、読んだりする
ことに意欲的で、関心をもって学習
に取り組んでいる。 

・自分の考えを書いて表現したり発表
したりすることを苦手とする児童も
いる。 

・助詞や長音、拗音、促音などを正確
に使って文を書くことができない児
童がいる。 

・本を読むことは好きだが、気に入っ
た本ばかり読んでいる児童が多い。 

・9 割の児童が文章の内容を理解して自
分の考えをもち、それを書いたり発表
したり、楽しみながら学習することが
できる。 

・９割の児童が、学習した言語事項を正
しく使って文章を読んだり書いたりす
ることができる。 

・９割の児童が様々な本に興味をもち、
すすんで本を読むことができる。 

・音読する機会を多く設定し、様々な音
読のさせ方をする。 

・自分の考えをもったり話したりする経
験を重ねるため、対話などの交流の場
面を意図的に設定する。 

・既習事項を繰り返し学習する。 
・様々な本についての児童の関心を高め
るため、読み聞かせを多く行う。 

・司書と連携して、教科書で学習したこ
とと関連する書籍を用意して紹介す
る。 

 

算数 

・数を数えたり、たし算やひき算をし
たりすることに意欲的で、関心をも
って学習に取り組んでいる児童が多
い。 

・数についての大小は理解している
が、１０の合成・分解について習熟
していない児童がいる。 

・答えを書くとき、単位を正しく書け
ない児童がいる。また、「どちらが
どれだけ多い」「どちらがどれだけ
少ない」など問われたことに正しく
答えられない児童がいる。 

・１から１０までの数、１０から１００
までの数を具体物や半具体物と数を一
致させて書くことができる。 

・たし算ひき算の計算力を確実にし、 
 正確に計算できる。 
・時刻、長さ、図形の学習の初期の内容
を確実に理解できる。 

・文章問題で問われていることに対して
正しく答えることができる。 

・たし算やひき算の意味理解が不十分な
児童に対しては、絵や図を使って考え
させたり、たし算・ひき算のキーワー
ドに注目させたりする。 

・１０の合成と分解、繰り上がり・繰り
下がりの計算を確実に理解させるため
に、ブロック等の操作を授業の中で繰
り返し行う。 

・「〇ほん」「〇ひき」等の数え方につ
いては、国語の「かずとかんじ」も使
いながら繰り返し学習する。 

 

生活 

・植物や生き物に触れ合ったり、育て

たりする経験が十分でない児童がい

る。 

 

・植物の育ちの変化や成長の様子など

について気付いてはいるが、ワーク

シートに書き表すことが苦手な児童

がいる。 

・地域の施設を利用している児童が比

較的多いが、地域の方々や自分たち

がお世話になっている方々の存在に

気付いていない。 

・植物や生き物に興味をもち、栽培や飼

育活動に意欲的に取り組むとともに、

育ちや成長の様子に気付くことができ

る。 

・観察の仕方やワークシートの書き方を

理解し、気付きや思いを書くことがで

きる。 

 

・友達や異学年の児童、地域の方々など

様々な立場の人に感謝の気持ちをも

ち、すすんで関わろうとする気持ちが

もてる。また、関わることができるよ

うになった時には、すすんで関わるこ

とができる。 

 

・朝顔の観察やサツマイモの栽培、虫取

りなどの活動を設定し、植物や生き物

に触れ合う体験をさせる。 

 

・育ちの変化や成長の様子のポイントを

意識させるため、児童の実態に応じた

問いを吟味したり、観察の際に視点を

明確にしたりする。 

・担任や保護者から自分と地域の方々と

の関わりについて話を聞くことで、自

分との関わりを意識させるとともに、

関わろうとする意識をもたせるように

する。 

・活動を通して、表現する機会を増や

し、言語化させる。特に振り返りを大

切にし、次の活動につなげられるよう

にする。 

 

体育 

・体育の授業を楽しみ、意欲的に取り
組む児童が多い。 

・おに遊びや遊具遊びなど、遊びなが
ら体を動かすことで楽しく活動して
いた。 

・ルールを守ったり、安全に気をつけ
たりしながら活動することができる
児童が多い。 

・体を動かすことを楽しみ、体育に意欲
的に取り組むことができる。約束を守
ってほとんどの児童が仲良く楽しく運
動ができる。 

・活動のルールを守り、安全に気をつけ
ながら活動することができる。 

・動きを工夫したり、友達の良い動きを
まねたりすることで、洗練された動き
ができる。 

・良い動きをしている児童を称賛し、手
本として共有する。 

・活動に入る前にルールや注意事項を伝
える。色分けをしたり、ホワイトボー
ドを活用したりするなど、児童が視覚
的にも理解しやすいように説明をす
る。 

 

 

音楽 

 

・今月の歌や校歌をマスク越しに小さ
な声で楽しんで歌っている。 

・リズムに乗って体を動かしたり、手
拍子を打ったりするなど楽しんで自
己表現できる児童が多く見られる。 

・鍵盤ハーモニカについては、間隔を
空けるなどコロナ対策をして、楽し
く練習している。 

・口を大きく開けて、伸び伸びと歌った
り、リズムに乗って体を動かしたり、
様々な楽器を演奏したりして、音楽活
動を楽しむことができる。 

・鍵盤ハーモニカでは、正しい指使いで
楽しみながら演奏できる。 

・リズム遊びなど、音楽に合わせて自然
に体を動かすような活動やタンバリン
などの打楽器を取り入れていく。 

・鍵盤ハーモニカは、指使いやタンギン
グを中心にスモールステップで一つ一
つできるようになっていく実感をもた
せる。運指表のついている楽譜を用意
するなど個人差に応じた指導を行う。 

 

図画 

工作 

・自分が描きたいものや作りたいもの
を、折り紙、粘土等の素材を活かし
て作るなど、伸び伸びと創作活動を
楽しんでいる児童が多い。 

・手や指先を十分に働かせることがで
きず、細かい部分まで丁寧に塗った
り、切ったりすることを苦手とする
児童も見られる。 

・自分の作りたい作品に合わせて絵の具
の色を作ったりぬったりする。 

・はさみやのり、クレパス、絵の具など
の用具の正しい使い方を知り、隅々ま
で丁寧に作品を作り、仕上げようとす
ることができる。 

・自信をもって作品作りができるよう、
作品作りの前に、用具の使い方につい
てスモールステップで練習する活動を
設定する。 

・はさみやのりについては、様々な場面
で使い、経験を積んでいくようにす
る。 

 

 

⚫ 学習のゴールイメージをもち、問題を発見し、解決の道筋を考える。 

⚫ 学習する過程で、自分の考えを表現し、解決の方法を修正できる。 

⚫ 学び合い、考えや学び方を広めたりふかめたりできる。 



 

授業改善推進プラン （令和４年度）                                          府中市立府中第十小学校 

《十小スタンダード及び全校で統一する取組》 

◆はじめとおわりに あいさつしよう ◆必要なものだけ 机の上に◆よい姿勢で 座ろう「ぐう ぴた ぴん」 ◆「はい」 立つ 「～です」 

☆児童の実態に合った問いかけをする ☆教室前面を統一するなど、学習環境のユニバーサル化を図る ☆東京ベーシックドリルの活用 
《「もっと～したい！」という児童を育てるために、今年度、学年として系統立てて取り組むこと》 

 

 

 

 

 

授業改善に向けた教科ごとの方策 第２学年 

教科名 児童の実態 学年末までに期待される児童の姿 具体的な授業改善策(箇条書き) 検証及び修正案 

国語 

・物語を読むことは好きであるが、文

章をしっかりと読むのが苦手な児童

が多くいる。自分の考えを書いて表

現したり、発表したりすることを苦

手とする児童も多い。 

 

・漢字を正確に書いたり、送り仮名を

書いたりすることが苦手な児童が多

い。 

 

・8 割以上の児童が自分の考えに自信を

もって友達に伝えたり、友達の考えを

しっかり聞くことで考えを深めたりす

ることができる。 

 

・漢字を正確に書いたり、送り仮名を書

いたりすることができる。 

・習った漢字を使って、文章を書くこと

ができる。 

・いろいろな場面で、自分の考えを発表

したり、聞いたりする場面を取り入

れ、考えを深められるようにする。実

物投影機でノートなどを写し、友達の

意見を具体的に聞けるようにする。 

・習った漢字を使って文章を書くよう

に、その都度指導を行う。 

・漢字の宿題を毎日出し、画数が多い漢

字や、書き順が分かりにくい漢字は、

繰り返し指導を行う。 

 

算数 

・たし算ひき算の筆算の計算では、筆

算の仕方を理解しているが、定着が

十分でない児童が多い。 

 

 

 

・時刻と時間・長さ・大きな数では、

理解力に大きな差がある。 

・たし算ひき算の計算力を確実にし、正

確に計算できるようになる。 

・かけ算の意味を理解し、かけ算が使え

る場面を意欲的に考えて立式できるよ

うにする。かけ算九九を定着させて、

唱えたり答えを書いたりできる。 

・時刻と時間、長さ、分数や図形の学習

の基礎基本を確実に理解することがで

きる。 

・たし算ひき算の筆算を間違えないで解

くことができるように、計算プリント

に常時取り組ませる。 

・正確に九九が唱えられるようにするた

めに、かけ算九九のカードや九九表等

を用いて九九検定を行う等、継続的に

取り組ませる。 

・学習の理解と定着を図るために、具体

物や半具体物を動かしたり操作したり

する経験をさせる。また、これらの道

具を使う前後には、手洗い・消毒を行

う。 

 

生活 

・友達や 1 年生、家族など身近な人々

に対する関心が高い。 

 

 

 

 

 

・野菜などの栽培を通して、自然や生

き物に触れるのが大好きである。 

 

・公共の物や施設を丁寧に使うという

ことは知っているが、実際の行動に

は課題がある。 

・気持ちのこもった挨拶や、お礼の言葉

が言えるようになる。 

・自分が体験したこと、学んだことや気

付いたことを、カードにまとめること

ができる。 

 

 

・野菜や植物が年間を通して姿を変えな

がらも身近にあるということを認識で

きるようになる。 

・公共の物や施設を大切に利用できるよ

うになる。 

・身近な人々と安全な関わり方を教え

る。 

・実物投影機等を使って学んだことや気

付いたことについて発表する機会を設

ける。学んだことや自分の思いを振り

返りに書かせ、次の学習のきっかけを

つかめるようにする。 

・秋冬の野菜作りの学習を設定し、１年

間を通して栽培の学習に触れる。 

 

・町探検などの機会を利用して身近な公

共施設に出向き、安全に利用していく

きっかけをつくる。 

 

体育 

・体育の授業を楽しみ、意欲的に取り

組む児童が多い。 

・運動に苦手意識がある子でも、遊び

ながら体を動かすことで楽しく活動

できている。 

・ルールを守ったり（勝敗を受け入れ

られない）、安全に気をつけたりし

ながら活動することができない児童

がいる。 

・ゲームや活動のルールをよく聞き、理

解して、順番やきまりを守って取り組

むことができる。 

・安全や熱中症に気をつけて活動できる

ようになる。 

・動きを工夫したり、友達の良い動きを

見付けたりできる。 

・活動に入る前にルールや注意事項を伝

える。（水分補給・飛沫エチケット） 

・ルールや約束については、大きな紙に

書いておくなど、児童が視覚的にも理

解しやすいように説明をする。 

・良い動きをしている児童を指名して、

手本とし、共有する。 

 

音楽 

 

・音楽が好きな児童が多いように感じ

る。 

・鍵盤ハーモニカは、苦手意識がある

児童が多い。 

・歌に関しては、小さい声で歌った

り、手でリズム打ちをしたりしなが

ら音楽に親しんでいる姿が見られ

る。 

・周りの歌声や伴奏を聴いて、声を合わ

せて安全に歌えるようになる。 

・楽しみながらリズム遊びしたり鍵盤ハ

ーモニカを弾いたりする。 

・楽器にふれる楽しみを味わい、粘り強

く練習をしようとする。 

・様々な楽曲を聞いて良さを感じる。 

・鍵盤ハーモニカ以外にも様々な楽器に

触れさせる。 

・リズム遊びを通して体で音楽を感じら

れるようにする。 

・友達の演奏や様々な楽曲を聞いて音楽

を楽しむ。 

 

図画 

工作 

・絵を描くことが好きな児童が多い

が、苦手な児童もいる。 

・自分の思いやイメージをもつことが

苦手な児童がいる。 

・絵の具やハサミ、カッターなどの道

具の使い方に個人差がある。 

・自分の思いやイメージに自信をもっ

て、絵や工作で表現できるようにす

る。 

・自分で作る物のイメージをもち、楽し

く絵や工作に取り組む。 

・道具を安全に使えるようにし、自分が

表現したいものを、少しでも効果的に

表せるようにする。 

・自分の思いやイメージに自信をもたせ

るために、発想やイメージを褒めてい

く。また、下書きや設計図を書く。完

成が予想できるように見本を提示す

る。 

・様々な材料に触れる機会をつくる。 

・材料を集める時間がもてるよう、ヒン

トとなる声かけを事前にしておく。 

・カッターなどの道具は約束を決めて、

安全に使えるようにするために、図を

示しながら説明する。 

 

 

⚫ 学習のゴールイメージをもち、問題を発見し、解決の道筋を考える。 

⚫ 学習する過程で、自分の考えを表現し、解決の方法を修正できる。 

⚫ 学び合い、考えや学び方を広めたりふかめたりできる。 



 

授業改善推進プラン （令和４年度）                                           府中市立府中第十小学校 

《十小スタンダード及び全校で統一する取組》 

◆はじめとおわりに あいさつしよう ◆必要なものだけ 机の上に ◆よい姿勢で 座ろう「ぐう ぴた ぴん」 ◆「はい」 立つ 「～です」 

☆児童の実態に合った問いかけをする ☆教室前面を統一するなど、学習環境のユニバーサル化を図る ☆東京ベーシックドリルの活用 

《「もっと～したい！」という児童を育てるために、今年度、学年として系統立てて取り組むこと》 

 

 

 

 

授業改善に向けた教科ごとの方策 第３学年 

教科名 児童の実態 学年末までに期待される児童の姿 具体的な授業改善策(箇条書き) 検証及び修正案 

国語 

・2年生の時に比べ新出漢字が増え、画数も多
い複雑な字が増えたことに戸惑う児童が多
くいる。 

・物語文では、場面ごとの登場人物の心情の
変化を叙述に即して読み取るのではなく、
自身の感覚で心情を想像する児童が多くみ
られる。 

・文章を書く際に、適宜学習した漢字を使用
できる。 

 
・叙述に即して物語文を読むために、手がか
りとなる言葉や文にサイドラインを引き、
自分の考えの根拠として活用できる。 

・新出漢字の学習で多くの熟語に触れられ
るように指導し、国語辞典を活用した熟
語の意味調べの時間を十分に確保する。 

・場面の様子や登場人物の心情を叙述に即
して読み取るため、段落別に表にまとめ、
場面ごとの比較ができるよう、視覚的に
整理した読み取りをしていく。 

 

社会 

・府中市の鉄道や道路、土地の使われ方につ
いて、府中市の特徴調べを意欲的に取り組
む児童は多い。 

・警察や消防の仕事に興味をもち、人々の安
全を守るために関係機関が協力して仕事を
していることについてよく理解している。 

・地図記号や自分たちの住んでいる町の基本
的な知識を理解していない児童がいる。 

・地図や資料を正しく活用をすることが難し
い。 

・八方位や地図記号、府中市の特徴、地図や
資料の読み取り方法等の基本的な知識を身
に付ける。 

・調べる観点にもとづいて、地図や資料を読
み取り、調べて分かったことや自分の考え
を表現することができる。 

・ICT 機器を活用し、児童全員で地図や資
料を共有できるようにする。また、ICT
を活用することで、教室の中のみの学習
でも地域の様子を理解できるようにす
る。 

・地図や資料から読み取れる事実だけでな
く、その特徴の理由や自分たちの生活や
これからの生活とも関連付けられるよう
にするとともに、それらを発表する機会
を設ける。 

 

算数 

・四則計算の仕方は理解しているが、定着が
十分でない児童が５割程度いる。 

・計算の意味や計算の仕方を自分なりに考え
たり、表現したりすることに苦手意識があ
る児童が多い。 

・文章から必要な情報を読み取り、時刻や時
間を求めたり、文章に即して式を立てたり
することが苦手な児童が多い。 

 

・計算練習に意欲的に取り組み、自信をもっ
て正確な計算ができる。 
・計算の意味や計算の仕方を言葉や式、図等
を用いて表現し、考えたことを伝えることが
できる。 
・問題文の中から、求めることやそのための
条件は何かということを明確にして問題を
解く習慣を身に付ける。 

・朝学習の時間を活用し、既習事項の定着
を図る。 

・計算の意味や仕方を、言葉や数、式、図、
数直線等を用いて説明させる。また、そ
のための考える時間を確保する。 

・お互いの考えを発表し合う場面を作り、
比較したり、関連付けたりすることがで
きるよう支援する。 

・「分かっていること」「求めること」につ
いてアンダーラインを引いて問題を読む
ようにさせ、正しく立式できるようにす
る。 

 

理科 

・日常生活のことと結びつけながら考える  
ことが難しい。 

・観察、実験を楽しみにしているが、事象か
ら思考することへと繋がっていない。 

・植物や生き物に関しての興味、関心が高い。 

・課題に対して、日常生活の身近なことと結
びつけ、理由を考えながら予想を立てる。 
・予想と実験結果、または条件を変えた実験
結果から導き出されたことについて、分かっ
たことを自分の言葉でまとめることができ
る。 

・観察の時間を十分に取り、自分たちの生
活と繋げながら学習を進めるようにす
る。 

・「課題把握」→「予想」→「観察・実験」
→「結果」→「考察」→「結論」という
理科の学習の流れで授業展開する。 

 

体育 

・楽しく授業に参加している児童は多い反面、
運動が嫌いで消極的な児童もいる。 

・学び合うという意識は低く、自分ができて
いればよいという行動が目立つ。 

・運動することの楽しさを実感できる。 
・友達の良さを伝え合ったり、ポイントを意
識して運動に取り組んだりすることができ
る。 

・課題を解決したり、チームの目標を達成し
たりして喜びを味わうことができる。 

・スモールステップを用いて、できた喜び
を実感させる。 

・運動に取り組む⇒ポイントを見付ける⇒
共有する⇒やってみる⇒振り返るという
流れを作る。 

・振り返りの時間を確保し、めあてに対し
てどうだったのかという振り返りを必ず
行う。 

 

外国語
活動 

・英語を習っている児童も数名見受けられ、
数字や気持ちを表す言葉を積極的に発声す
るなど、英語に親しみをもっている児童が
多い。 

・コミュニケーションを主とする活動につい
ては、ほとんどの児童が楽しむことができ
ている。 

・日本語と英語の音声の違いに気付き、何が
好きかなど、尋ねたり答えたりする表現に
慣れ親しむことができる。 

・全児童が、英語でのやり取りを楽しむこと
ができる。 

・多様な考え方があることや日本語と英語の
違いに気付き、多文化に親しむことができ
る。 

・フォニックスの歌やリズムを取り入れて、
英語の音を体で覚えられるようにする。 

・イラストなど視覚的資料を充実させて、
英語での表現を身に付けさせる。 

・毎授業の中で、友達と楽しみながら、た
くさん英語を使わせるようにする。 

 

総合 

・春の浅間山について、興味をもったことや
感じたことをポスターにまとめたことで身
近にある自然への関心が高まった。 

・身近な昆虫がどのように育っていくのか理
科で学んだ学習を生かして探究的に学習を
進めることができた。 

・春との違いに気付き、身近な動植物の一年
の生活史に興味関心を抱ける。 

・理科や社会で学習した内容を中心にして、
身近にある自然や地域に関心をもち、教科
横断的に自ら進んで調べたりまとめたりす
ることができる。 

・秋の浅間山を再訪したり、１学期から飼
育している動植物の変化に直接ふれたり
することで、実感を伴った授業展開を行
う。 

・調べて終わりにするのではなく、お互い
に発表し合うことで、より良いところを
見付け合えるようにする。 

 

音楽 

・声を出して歌うことに自信のない児童や、
音程がとれなくなる児童が見られる。 

・鍵盤ハーモニカやリコーダーでの演奏に、
興味をもって取り組む児童が多いが、苦手
意識から積極的に取り組めない児童もい
る。 

・活動と活動の切り替わりの時に、不要な音
を出したり、話をしたりしてしまう児童が
いる。 

・正確な音程をとり、周りのハーモニーを聴
きながら歌っている。 

・鍵盤ハーモニカやリコーダー等を用いて合
奏を楽しんでいる。 
・学習のルールや音楽室でのマナーを守って
授業を受けている。 

・教員が一緒に歌い、それに合わせて安心
して歌ったり、耳を傾けて自分の声との
違いに気を付けたりできるようにする。 

・ペアや小グループで音を合わせる機会を
設ける。 
・音を聞いて分かる合図などを活用する。 
・ハミングで練習をして、大きな声で歌う
ことのないようにする。 

・教師が個別に声掛けをしたり、児童同士
で個別に教え合わせたりして、鍵盤ハー
モニカやリコーダーに前向きに取り組め
るようにする。 

 

図画 
工作 

・図画工作への興味、関心が高い。 
・自分の思いを作品に表現することや、集中
力に個人差がある。 

・自分の思いや意図をもって作品を作ること
ができる。 

・活動の振り返りや交流を行うことで、自分
の作品や友達の作品の良さに気付き、その
後の活動に活かすことができる。 

・表し方の技能を高めるために、多様な材
料を使い、表現活動を行う。 

・振り返り活動を行うことで、次の活動へ
の意欲につなげる。 

 

 

⚫ 学習のゴールイメージをもち、問題を発見し、解決の道筋を考える。 

⚫ 学習する過程で、自分の考えを表現し、解決の方法を修正できる。 

⚫ 学び合い、考えや学び方を広めたりふかめたりできる。 



授業改善推進プラン （令和４年度）                                           府中市立府中第十小学校 

《十小スタンダード及び全校で統一する取組》 

◆はじめとおわりに あいさつしよう ◆必要なものだけ 机の上に ◆よい姿勢で 座ろう「ぐう ぴた ぴん」 ◆「はい」 立つ 「～です」 

☆児童の実態に合った問いかけをする ☆教室前面を統一するなど、学習環境のユニバーサル化を図る ☆東京ベーシックドリルの活用 

《「もっと～したい！」という児童を育てるために、今年度、学年として系統立てて取り組むこと》 

 

 

 

 

授業改善に向けた教科ごとの方策 第４学年 

教科名 児童の実態 学年末までに期待される児童の姿 具体的な授業改善策(箇条書き) 検証及び修正案 

国語 

・場面の様子や登場人物の気持ちを場面に即
して読み取る学習においては、意欲的に取
り組むことができる。 

・前後の内容を比べながら、段落相互の関係
を考えながら読むことや、要旨をまとめる
ことは苦手意識をもっている。      

・短文を書くことに対して、抵抗感は少ない。
しかし長い文章を書く際、文の構成を考え
るのを苦手としており、段落のつながりを
考えて書くことができない。 

・物語文で登場人物の心の動きを捉えること
ができる。 

・説明文では「筆者の考え」「具体例」等、文
章の構成を考えながら読みを深めることが
できる。 

・構成を考えながら、自分の伝えたいことを
文章で書き表すことができる。 

・物語文では「登場人物の心情」が分かる
叙述にラインを引き、それぞれの登場人
物の心情を捉える。 

・段落の前後の内容に着目し、説明文の構
成を意識した読みを行う。 

・事前に構成表を作成し全体の構成を完成
させたうえで、清書をする。 

 

社会 

・学習したことを自分自身のこととして捉え、身
近な生活に生かしていこうとすることには課題
が多い。 

・資料やグラフから必要な情報や事実を読み取る
ことを苦手とする児童がいる。ノートやスライ
ドに自分の考えをまとめる力は個人差があるが
意欲的に取り組んでいる。 

・基本的な事項に関する理解はおおむねできてい
る。しかし、様々な用語を正しく理解すること
が難しい児童も見られる。 

・地域社会が様々な工夫や努力をしていることに
気付き、自分自身も地域社会の一員として進ん
で取り組もうとする。 

・「東京都」の産業や人々の暮らしとのつながりに
ついて、確かな知識が定着している。 

・白地図への書き込みや資料の読み取りを中心に、
知識として定着している。 

・地域の発展に尽くした先人の働きを理解して、
地域に対する愛情と誇りをもつ。 

・資料を読み取る力を育てるために、課題意識
をもたせ、資料から読み取ったことで課題が
解決していくような授業展開をする。 

・具体物や写真、ＩＣＴを活用するなどの教材
の工夫をする。 

・繰り返し地図を活用したり、資料から必要な
情報を読み取ったりして、知識としての定着
を図る。 

・感染予防に配慮しながら、少人数の交流
を行った後、全体で意見交換をする。 

 

算数 

・四則計算の理解が十分ではないため、わり
算の計算ができないことがある。 

・図形やグラフなどの表現処理が十分できず、
正確に表現できないことがある。 

・文章から必要な情報を読み取り、適切に立
式することができる児童が少ない。 

・計算の仕方や答えを出した過程を分かりや
すく説明できる児童が少ない。 

・既習事項を身に付け、正確に計算ができる。 
・図形やグラフを題意に沿って正確に表現す
ることができる。 

・題意に沿って、表や数直線などを用いて表
現し、立式することができる。 

・計算方法の意味、文章問題の立式の意味を
じっくり考え、相手に説明することができ
る。 

・東京ベーシックドリル診断シート等を活
用し、下学年に戻って計算問題を正確に
解くことができるようにする。 

・正しく表を読み取り、定規、分度器、三
角定規を正しく扱えるよう、作図する場
を設定する。 

・文章をクラス全体で読み解き、問題の重
点を児童同士が教え合う場を設定する。 

・友達の発表を聞くときには、自分の考え
と比較して、どのような共通点と相違点
があるのかという視点をもたせる。 

 

理科 

・実験や観察に対する関心が高い児童が多く、理
科の学習に意欲的に取り組む姿勢が見られる。 

・日常生活の中で見たことがあることや体験した
ことがある出来事と、実験・観察している内容
とを結び付けることが難しいため、考えが深ま
っていない。 

・観察や実験で多くの事実を、発見をすることが
できる。しかし、それを記録したり発言したり
しない児童が多数いる。 

・事象に対して仮説を立て、調べる方法を考え、
結果と考察ができる。 

・事象について疑問をもち、進んで解決しようと
する態度が身に付いている。 

・観察・実験したことを図や具体物を使って説明
することができる。 

・問題・予想・実験計画・結果・まとめをどの
実験でも同じように展開し、定着させる。 

・児童がもつ事象への疑問から単元の学習を進
めていく。 

・児童が考えを交流できる場を設ける。 
・感染予防のため、グループでの交流を減
らし、全体で意見交換をする。また、実
験は各自で行ったり教師実験を行ったり
する。 

 

体育 

・動きのポイントを意識している児童が多い。 
・自分の課題を見付け、克服するためにどのよう
な練習をすればよいかを考えて運動することに
課題がある。 

・動きを見合って、よい点や改善点を伝え合
う活動では、受け身になる児童が多い。 

・技能のポイントを理解しながら自分の課題を見
付け、目標に向かって意欲的に学習することが
できる。 

・チームで話し合い、ゲームの作戦をたてたり練
習を工夫したりすることができる。 

・友達と協力しながら活動する中で、勝ち負
けだけでなく運動する楽しさ、チームで目
標を達成する喜びを感じることができる。 

・学習カードに、課題の例を記載したり、
課題を克服するための具体的な練習方法
を記載したりして、児童が動きのポイン
トを意識して運動できるようにする。 

・チームで話し合う時間では、良いところや課
題を話し合えるように、予め見る視点を共有
しておく。 

 

外国語
活動 

・テンポよく発話することで、英語の表現を身に
付けることができている。 

・外国語に関心をもっているが、ルールを守れず
に周囲から浮いていまっている児童がいる。 

・コミュニケーションをとること自体に苦手意識
を持つ児童には、個別に声をかけ良く説明を行
った上で、活動に入ることで、抵抗感が少なく
なっている。 

・日本語と英語のリズムなどの音声の違いに
気付き，相手意識をもって英語の表現に慣
れ親しむことができる。 

・英語での色々な表現を知り、状況に合わせて表
現することができる。 

・多文化について知り、自国の文化との違い、
それぞれの良さに気付き親しみをもつこと
ができる。 

・音楽やフォニックスを取り入れて、体で
英語を覚えられるようにしたり、イラス
トなど視覚的資料を充実させて、英語で
の表現を身に付けさせたりする。 

・1 時間の授業の中で英語を使う活動をい
くつか設定し、楽しみながら、たくさん
英語を使わせるようにする。 

・多くの国の文化に触れる機会を作り、抵
抗なく外国の文化に親しむことができる
ようにする 

 

総合 

・自分が決めた課題に対して、本やインター
ネット、実物から情報を収集することがで
きる。 

・集めた情報を整理したり、必要な情報を取
捨選択したりすることが難しい。 

・まとめる過程で、アイデアを出し、工夫し
て表現する力は弱い。 

・自分の活動を振り返ることができている児
童とそれが苦手な児童の差が大きい。 

・学習するテーマに興味・関心をもち、自
分たちの体験や経験、考えたことを基
に、学習課題をつくることができる。  

・課題を解決するために必要な情報は何か
を考えたり、情報を収集するための手
段・方法を考えたりして、課題解決の見
通しをもち、学習を進めることができ
る。 

・課題解決に向けた自己の取組を振り返る
ことを通して、自らの意思で探求的な活
動に取り組むことができる。 

・自分たちの体験や経験、資料などを基に、
感じたことや疑問を伝え合ったり、発表
したりする時間をつくり、自ら課題を設
定できるようにしていく。 

・どのような活動や情報が必要なのか迷っ
た際には、学習課題や目的に立ち返るよ
う指導する。 

・単元を通しての学習を振り返ったり、自
分の変容に気付いたりすることができる
ように、適宜学習の振り返りを行う。 

 

音楽 

・のびのびと楽しく歌唱する姿が見られる。 
・自発的にグループ学習に取り組み発表がで
きる。 

・積極的な児童と、授業にほとんど参加でき
ない児童との差が大きい。 

・耳からのみでなく、楽譜から音楽を読み取
り演奏ができるようになる。 

・演奏ができるようになるだけでなく、どの
ように演奏をしたら更に良い音楽になるの
かを考えられるようになる。 

・活動の時間と楽譜に向き合う時間をうま
く分け、知識と表現のどちらも育つよう
にする。 

・演奏をし合う機会を多く作り、もっとこ
うしたい！と思う気持ちをもたせるきっ
かけを作る。 

 

図画 
工作 

・造形活動への意欲が高く、進んで発想しよ

うとする児童が多い。 

・材料や用具の使い方を試しつつ、活動の中

で考え、表すことができる児童がみられる。 

・個別の指導、支援が必要な児童がいる。 

・造形的なよさや表し方に着目し、発想を膨

らませながらどのように表すかを考えるこ

とができる。 

・材料を用いたり用具を使ったりしながらそ

の効果を確かめ、工夫して表すことができ

る。 

・児童の発想につながる資料の提示や、構
想のためのアイデアスケッチを描く時間
を十分に設ける。 

・材料や用具を試す中で気づいたことや発

見したことをペアやトリオ、全体で共有

し、造形的な特徴の理解につなげる。 

 

 

⚫ 学習のゴールイメージをもち、問題を発見し、解決の道筋を考える。 

⚫ 学習する過程で、自分の考えを表現し、解決の方法を修正できる。 

⚫ 学び合い、考えや学び方を広めたりふかめたりできる。 



 

授業改善推進プラン （令和４年度）                                           府中市立府中第十小学校 

《十小スタンダード及び全校で統一する取組》 

◆はじめとおわりに あいさつしよう ◆必要なものだけ 机の上に ◆よい姿勢で 座ろう「ぐう ぴた ぴん」 ◆「はい」 立つ 「～です」 

☆児童の実態に合った問いかけをする ☆教室前面を統一するなど、学習環境のユニバーサル化を図る ☆東京ベーシックドリルの活用 

《「もっと～したい！」という児童を育てるために、今年度、学年として系統立てて取り組むこと》 

 

 

 

 

授業改善に向けた教科ごとの方策 第５学年 

教科名 児童の実態 学年末までに期待される児童の姿 具体的な授業改善策(箇条書き) 検証及び修正案 

国語 

・漢字の定着率が低い。 
・物語文において、場面の移り変わりに合わせて、
登場人物の言動から心情を想像することが苦
手と感じている児童が多い。 

・説明文において、話題提示や事例、筆者の主張
を読み取って構成を理解することを苦手とす
る児童が多い。 

・読み取ったことから、自分の考えや感じたこと
を文章で表現することを苦手に感じている児
童が多い。 

・文章の中で、既習した漢字を使えるようになる。。 
・物語の全体を見て、言登場人物の言動から心情を
適切に表現できるようになる。 

・はじめ・中・終まりの段落の構成を理解し、段落
を分けたり、内容を理解したりできる。 

・読み取った文章に対し、要旨をまとめたり、自分
の考えを表出したりできる。 

・漢字を練習する時は、熟語や文の中でどのように使
われているか理解しながら書くことを指導する。ま
た、ミニテストを行い定着させる。 

・教科書の巻末の元場の宝箱を用いながら、感情を表
す言葉の語彙を増やす。また、適切に使えるよう指導
する。 

・話題提示や事例、筆者の主張で用いられる言葉をく
り返し指導し定着させ、自力でまとまりごとに分けら
れるようにする。。 

・交流では、ノートを置いて、意見や感想などを付箋
に残したり、Google クロームのジャムボードを活
用したりすることで友達の考えを知り、考えを広げ
る機会をつくる。 

 

社会 

〇資料から驚きや疑問から学習問題を立てよう
とする意欲を感じる部分はある。予想を立てる
ことはできても、計画をたてることは難しい。 

〇交流をすることで、相違点を見つけることはで
きるようになっているが、考えを統合して社会
的事象の視点で思考する力が低い。 

〇地理的な感覚・経験が少ないため、学んだこと
が時間するまでに時間を要することがある。 

・学習問題から、予想をたてることができ、どのよ
うな資料を使うと調べることができるかなど計
画を立てることができる。 

・考えを共有して、よりよい考えを導き出せるよう
にしていきたい。また、一つの事象から多くのこ
とを思考できるようになりたい。 

・都道府県の位置や名称を覚え、思考するときに地
理的な視点を入れて考えられるようにする。 

・疑問や驚きが生まれるような授業を展開する。資料
の提示や問い返しなど様々な工夫を入れてみる。 

・交流する場面を取り入れ、どのような方法で交流す
ると良いかを検討して、最善の交流ができるように
設定する。 

・地図帳を教室掲示に入れることや日々の授業でも地
図帳を活用して授業を展開する。 

 

算数 

○四則計算につまずきがある児童がいる。かけ算
やわり算の筆算で、計算の仕方があやふやな児
童が見られる。 

○図形や表、グラフなどの処理はおおむね理解で
きている。 

〇問題文から数の関係を読み取り、適切に立式す
ることできるようになってきている。 

○計算の仕方や答えを出した過程を分かりやす
く説明できる児童はまだ少数である。 

○計算練習に意欲的に取り組み、自信をもって正確
な計算ができる。 

○問題場面の数の関係を正確に読み取り、立式した
り、答えを求めたりすることができる。 

○自分の考えを式、表やテープ図、言葉などを用い
て表現し、友達に伝えることができる。 

○見通し（予想）をもとに、学習のめあてを明確に
することができる。 

・導入で、疑問や驚きをもつことのできる場面を提示
し、見通しをもつことによって子供の問題意識と学
習のめあてを一致させるように工夫する。見通しの
場面では、前時までに学習した問題と本時でこれか
ら学習する問題を比較し相違点を気付かせることに
よって、本時のめあてを明確にする。 

・数の関係を表してから立式させることを徹底する。
繰り返し行うことで自信をもって立式できるように
する。 

・友達の発表を聞くときには、自分の考えと比較して、
どのような共通点と相違点があるのかという視点を
もたせる。 

 

理科 

○実験や観察に対する関心が高い児童が多く、理
科の学習に意欲的に取り組む姿勢が見られる。 

○日常生活の中で見たことがあることや体験し
たことがある出来事と、実験・観察している内
容とを結び付けることが難しいため、考えが深
まっていない児童が見られる。 

 

○事象に対して仮説を立て、調べる方法を考え、結
果と考察ができる。 

○事象について疑問をもち、進んで解決しようとす
る態度が身に付いている。 

○観察・実験したことを図や具体物を使って説明す
ることができる。 

 

・問題・予想・実験計画・結果・まとめをどの学習、
実験でも同じように展開していき、定着させる。 

・児童がもつ事象への疑問から単元の学習を進めてい
く。 

・それぞれの単元の終わりに、ノートを振り返ったり
練習問題に取り組んだりする時間を確保する。 

・児童が関心をもって予想したり実験計画を立てたり
できるよう、事象提示の仕方を工夫する。 

 

体育 

〇体を動かすことが苦手な児童は少なく、多くの
動きを取り入れたいという意欲は感じること
ができる。 

〇単元を通して、〇〇のような動きを身に付け付
けたいという目標は持てるようになっている。
そこに辿り着くためにどのような練習をする
といいかを計画することが難しい。 

〇友達の良い部分を見つけることができるが、そ
の動きを取り入れることが難しい。 

〇生涯を通じて体を動かすことが好きだという児
童を育みたい。また、技ができたという判断では
なく、動きを身に付けることができたという視点
をもてるようになってほしい。 

〇おおよそのイメージをもった動きを身に付ける
が、具体的な動きのイメージをすることができる
ようになってほしい。特に、腕支持の力を更に高
めることができるようにしたい。 

〇友達のどのような動きが上手に見えるのかを言
葉で表現できるようになってほしい。感覚を言葉
で表現できるようになる。 

・運動は楽しいという思いをもてるように、動きが上
達することに価値をおき、賞賛を送るようにする。
また、どのような動きが技の成功につながることを
言葉かけする。 

・練習の場の紹介をする掲示物などを準備して、視覚
的な情報を入れるようにする。また、児童が選択で
きる場を設定して、個人の課題に沿った練習ができ
るようにしていく。 

・友達の動きで良い部分を全体で共有できる時間を意
識的にとる。また、やらせるだけではなく、ふり返
る時間をとり自己の課題に沿った練習ができるよう
に見通しを持たせられるようにする。 

 

総合 

・パソコンの操作やインターネットの活用力にお
いて個人差が大きい。 

・伝えたい内容を焦点化するが苦手な子が多い。 
・自分の調べたい課題を見つけ、解決する方法を
選択したり、調べた内容を分かりやすく工夫し
てまとめたりすることが苦手である子が多い。 

・丁寧にまとめることができない子がいる。 

・他教科とリンクさせ、経験したことや体験したこ
とを関連付けてまとめて発表したり、身近な環境
について考えたりすることができる。 

・調べたことを丸写しするのではなく、必要な情報
を取捨選択したり、必要に応じて追加で調べたり
することができる。 

・調べた内容を目的に合わせて、まとめ方や発表の
仕方を選択することができる。 

・集めた多くの情報を分類・整理し、必要に応じて
活用することができる。 

・各自関心のある内容について調べられるよう、関連す
る図書を収集したり、インターネットで調べられるよ
うにしたりして環境を整える。 

・経験したことや体験したことを想起させるなど導入を
工夫し、個々が課題を設定しやすいようにする。 

・要点を絞ってメモしたり、分からない言葉の意味を調
べたりするよう指導する。 

・まとめ方（ポスター、リーフレット、新聞・パワーポ
イントなど）と発表（紙芝居、劇、クイズ、CM など）
の特性を理解させ、条件に合わせて選択できるように
する。 

 

外国語 

・２年間の外国語学習の積み重ねがあるが、英語
で話している内容について理解出来ない児童
が多い。 

・英語を話すことに抵抗感をもつ児童が多い。 
・リズムに合わせて英語を発話することができ
る。 

・英語を使った活動に進んで取り組む児童が多
い。 

・英語に対して、苦手意識を持っている児童が多
い。 

・ 世界と日本の学校生活の共通点や相違点を通し
て，多様な考え方があることに気付くとともに，
英語での表現の仕方に慣れ親しんでいる。 

・ 相手に配慮しながら、自分の考えも含めて伝え
ることができる。 

・英語に関心を持ち、前向きに活動に参加すること
ができる。 

・アルファベットの発音の仕方に慣れ親しむことがで
きる。 

・外国の文化を理解するとともに、日本の文化につい
て深く理解し、それを伝えようとする態度を育てる。 

・イラストなど視覚的資料を充実させて、英語での表
現を身に付けさせる。 

・英語を使う必要性のある場面を設定し、1 時間の授
業の中でたくさん英語を使わせるようにする。 

・感染予防のため、ペアでの活動時間を制限する。 

 

音楽 

・楽器を使うなど身体を使う活動には積極的だ
が、楽譜から情報を読み取ったり、鑑賞して感
じたことを言葉にしたりするなど座学に対し
て苦手意識を持つ児童が多い。 

・男子は楽しんで活動する児童が多いが、女子は
内にこもってしまい自由に表現できる児童が
少ない傾向にある。 

・楽しむだけでなく、どのように演奏をしたら聞き
手が心地よいかを考えながら演奏できる。 

・音楽を楽しむ心を全員が持てる。 
・楽譜と向き合うことに抵抗を感じない。 

・活動の時間を多くとり、授業に対してポジティブに
参加できるように心がける一方で、五線紙にある音
符はどの音程なのか、どういうリズムなのか、など
少しでも楽譜が読めるようになるよう、座学とのバ
ランスを考え時間配分を設定する。 

 

図画 

工作 

・造形活動に対して意欲的ではあるが、発想や構
想が深まらず、工夫して表すことが難しい児童
が多い。 

・一斉指導では指示が伝わらず、学習のめあてや
用具の使い方などを個別に支援する必要があ
る児童が見られる。 

・造形的なよさや表し方に着目し、発想を膨らませ
ながら試したり表したりすることができる。 
・学習のめあてを理解し、用具を安全に使用しなが
ら活動することができる。 

・児童の発想につながる資料提示を重点的に行い、構
想のためのスケッチを描く時間や材料や用具を試す
時間を十分に設ける。 

・活動の中で気づいたことや発見したことをペアやト
リオ、全体で共有し、造形的な特徴の理解につなげ
る。 

・指導や支援を個々に合わせながら工夫して行う。 

 

家庭 

・調理や裁縫への意欲は高く、積極的に取り組む
児童が多い。 

・基礎的な手縫いの技術を身に付けるまでの時間
や技能の個人差が大きい。 

・調理や製作に必要な用具の安全な取り扱いにつ
いて支援が必要な児童が各クラス数名ずつ見
られる。 

・基礎的な手縫い、ミシンの技能を身に付けて目的
に応じた縫い方で製作したり、それを活用したり
することを楽しむ。 

・調理や製作に必要な用具を安全に取り扱うことが
できる。 

・教師による例示、映像資料の活用、個別指導やペア
での教え合いなど様々な方法で技能の習得ができる
ような授業展開を行う。 

・作業中にできる限り児童が対面しないように座席を
交互にする。 

・自身や他者の心や体を大切にするための食生活や栄
養素、生活を支える物やお金の大切さにも気付くこ
とができるように指導する。また、個別指導は担任
と連携を図っていく。 

・調理の仕方や手順などを学習させ、トライカードを
活用し家庭で調理を行うようにする。（調理実習を行
うかどうかは今後の状況を見ながら判断する。） 

 

⚫ 学習のゴールイメージをもち、問題を発見し、解決の道筋を考える。 

⚫ 学習する過程で、自分の考えを表現し、解決の方法を修正できる。 

⚫ 学び合い、考えや学び方を広めたりふかめたりできる。 



 

 



 

授業改善推進プラン （令和４年度）                                           府中市立府中第十小学校 

《十小スタンダード及び全校で統一する取組》 

◆はじめとおわりに あいさつしよう ◆必要なものだけ 机の上に ◆よい姿勢で 座ろう「ぐう ぴた ぴん」 ◆「はい」 立つ 「～です」 

☆児童の実態に合った問いかけをする ☆教室前面を統一するなど、学習環境のユニバーサル化を図る ☆東京ベーシックドリルの活用 

《「もっと～したい！」という児童を育てるために、今年度、学年として系統立てて取り組むこと》 

 

 

 

 

授業改善に向けた教科ごとの方策 第６学年 

教科名 児童の実態 学年末までに期待される児童の姿 具体的な授業改善策(箇条書き) 検証及び修正案 

国語 

・叙述をもとに、人物の心情や相互関係を考える
ことができる。 

・物語文は好きだが、説明文に対する苦手意識が
ある。 

・自分の考えを書くことに苦手意識をもっている
児童が多い。 

・自分の考えを発言することに苦手意識をもって
いる児童が多い。 

・漢字のテストに向けて、目標意識をもって取り
組めるようになっていている。 

・段落要約や要旨をまとめる活動を通して、筆者の
考えを読み取ることができるようになる。 

・読み取ったことや自分の考えを、叙述をもとにノ
ートに書いたり発表したりすることができる。 

・自分の意見をもち、発言することができる。 
・友達の意見を聞き、認めることができる。 
・原稿用紙を正しく使い、既習の漢字を使用して文
章を書くことができる。 

・叙述に即して人物の心情や相互関係を読み取る活動
を続ける。 

・説明文の読み取り方、自分の考えの書き方を確認し
ながら進める。 

・自分の考えを発表する場を設けて、自信をもって発
言できるようにする。 

・交流では、ペアやトリオでの交流を中心に、意見を
交わし、考えを広げる機会をつくる。 

・文章を初めて読む際、わからない言葉・難しい単語
などを調べさせる時間を設ける。 

 

社会 

・歴史的な出来事や人物に対する関心がある。し
かし、情報量の多さから混乱し、定着には時間
がかかる児童もおり、個人差がある。 

・資料から事実を読み取ることはできるが、資料
をもとに考えることに課題がある。 

・歴史上の内容を結び付けたり、比較したりして
学習問題に対する自分の考えをまとめること
が苦手な児童が多い。 

・地図、統計、年表などの基礎的資料を通して情報
を適切に調べまとめる技能を身に付ける。 

・資料から読み取ったことを考察し、課題を考える
ことができる。 

・学習問題を意識し、学習したことを自分の言葉で
考え、まとめることができる。 

 

・資料の提示の仕方を工夫し、見方を丁寧に押さえる
ことで、書かれていることが理解できるようにする。 

・資料からわかる事実と資料を見て考えた事柄とわけ
ることで資料の読み取り方を理解できるようにす
る。 

・交流では、ペアやトリオの交流を中心に、互いの考
えを聞くことで自分の考えを広げたり、深めたりす
る。その上で、自分の考えを改めてまとめるように
する。 

 

算数 

・計算などの基礎的な技能は身に付いているが、
分数の約分に苦手意識をもつ児童が多い。 

・文章問題の場面を図に表し、演算決定をするこ
とができる。 

・学習したことを生かして、自分なりの解決の方
法を考えることができるが、相手に分かりやす
く説明することがうまくできない児童も見ら
れる。 

・長い単元では、学習意欲が続かなくなる児童も
見られた。 

・整数、小数の範囲で四則計算が正しくできる。 
・問題場面を正確にとらえ、正しく立式をすること
ができる。 

・自分の考えを図、式、言葉を使って、友達に説明
することができる。 

・友達の式を見て、どのように考えたのか想像する
ことができる。 

・答えだけに注目するのではなく、答えにたどり着い
た道筋を大切にするように指導する。ノートに書い
たメモを消さないように指導する。 

・顔を向かい合わせる交流ではなく、児童同士でノー
トを交換し、互いの考えを知り、自分の考えを深め
る機会を作っていく。また、ホワイトボードや書画
カメラを利用し、全体交流でも考えを深めていく。 

・複雑な内容の時は、数字を簡単にして、既習事項と
して捉えて、自分の考えをもてるようにする。 

・導入では、疑問や驚きをもつことのできる場面を提
示し、見通しをもつことによって子供の問題意識と
学習のめあてを一致させるように工夫する。 

 

理科 

・授業を通して知識や技能を身に付けることはで
きている。 

・学習問題に対する仮説を立てる時に具体的な根
拠を挙げて考えることが難しい児童がいる。 

・実験結果や観察結果から、どのように考察すれ
ばいいのかわからない児童が多い。 

・学習したことが実生活の中でどのように生かせ
るのか考えることができない児童が多い。 

・既習事項や経験を根拠にしながら学習問題に対す
る仮説を立てることができる。 

・どのような実験をすれば仮説を立証することがで
きるかをすすんで考えることができる。 

・実験結果から考察し、結論を導き出すことができ
る。 

・実験を通して学習した内容を、自分の生活と結び
つけて説明したり活用したりすることができる。 

 

・単元の導入の際に、生活経験を想起させ、どうしたら自分
の仮説を立証できるのかを考える十分に時間を設ける。 

・どのような実験が必要か手順や必要な道具などを全員で考
える。 

・学習問題を意識して実験や観察できるように声かけをす
る。 

・「理科のひろば」などを活用し、本単元で学習したことが
これからの生活でどのように生かせるか、生活にどう関係
しているかを考える時間を設ける。 

・コロナ禍において行うべき実験とそうでないものに分け、
必要なもの以外は、映像資料を活用し、できる限り密をさ
けるように努める 

 

体育 

・個々の運動能力に差がある。 
・「学び合いながら高めていく」という経験が乏
しいため、自分たちの意見を伝えたり聞き合っ
たりすることが難しい。 

・自分が感じたこと、思ったことを相手に伝える
ことができない、何を見とればよいかがわかっ
ていない。 

・体の柔軟性、俊敏性に課題がある。 

・課題をもって学習を進めることができる。 
・どの児童も主体的に運動に取り組むことができ
る。 

・学習感想、（本時で学んだこと、次への課題など）
をワークシートに書くことができ、次時に向け
て、個人のめあてを考えることができる。 

・自分が見たこと、感じたこと、ポイントなどを友
達に伝えることができ、相手の考えを受け入れて
修正することができる。 

・自ら意見を出し、チームの特徴に応じた作戦をた
てていくことができる。 

・体育の時間以外にも外遊びを通して、俊敏性や柔
軟性を高めることができる。 

・第１時から第３時にかけて、学びのロードマップを
作り、子供たちが主体的に学習を計画し、課題解決
をしていく。 

・運動が苦手な児童でも楽しめるようにスモールステ
ップを取り入れていく。また、児童同士を交流させ、
伝え合い、励まし合う時間を設ける。 

・授業の始めには、前時での良かった振り返りを紹介
していく。 

・運動におけるポイントを示すことで、児童が見るべ
きところを分かりやすくする。 

・準備運動や補助運動として、長座などのストレッチ
を取り入れる。 

・児童同士の声かけや作戦を立てる状況ではソーシャ
ルディスタンスを保つように指導する。 

 

総合 

・「情報の収集」については、インターネットを
活用し効率的に集めることができる。 

・「整理・分析」をすることが難しい児童が多い。 
・「まとめ・表現」では、相手や目的に応じて効
果的に表現できる児童が少ない。 

・収集した情報を取捨選択し、有効活用することが
できる。 

・整理・分析した結果から一番重要なことは何かを
導き出すことができる。 

・自分の考えをまとめたことを相手や目的に応じて
効果的に表現する方法を選択することができる。 

・集めた情報を分類・整理する時間を授業内に確保する。（思
考ツールの活用） 

・表現する手段の選択と選択した理由を明確にさせる。 
・単元の最初に「誰に、何を伝えるのか」を明確にし、ゴー
ルイメージをもたせてから取り組ませる。 

・時間ごとに振り返りをさせ、計画の修正が必要かどうかを
考えさせる。 

・コロナ禍の発表は、タブレットを使い、全体でスライドを
確認できるような時間を設定する。 

 

外国語 

・３年間の外国語学習の積み重ねもあり、英語で
話している内容について理解できる児童が多
い。 

・今年度より、ノートを使っての学習にも取り組
んでおり、英文を書くことに慣れ、4 線に正し
くアルファベットをかけるようになっている。 

・プレゼンテーションに向けて、英文を考え、 
 読んだり、書いたりする活動を通して、読む力
がついている。 

・外国語活動に苦手意識をもつ児童もいるが、チ
ャレンジしようとする児童が多い。 

・与えられたテーマについて、学習したことを使
ってスピーチしたりやり取りしたりすること
ができる。 

・進んで英語で尋ねたり、答えたりすることができ
る。 

・自分の考えや思いを英語で表現することができ
る。 

・ 外国の文化に興味をもち、相手に配慮しながら、
自分の考えも含めて伝えることができる。 

・外国語や、多文化に関心をもち、親しみを感じる
ことができる。 

・簡単な英文を聞いて意味を理解したり、書いたり
することができる。 

・アルファベットを正しくノートに書くことができ
る。 

・毎時間にウォーミングアップの時間に前時に学習し
た英語を使ったやりとりをペアで行う。（対話の時間
は１分以内とし、コロナに配慮した活動を行う。） 

・イラストなど視覚的資料を充実させて、PCを活用
し自ら調べたり、発表したりしながら、英語での表
現を身に付けさせる。 

・英語を使う必要性のある場面を設定し、1 時間の授
業の中でたくさん英語を使わせるようにする。 

・可能な限り、体験活動を取り入れる。（海外の学校と
オンラインでの交流・留学生と対面での交流） 

・英語を話すことに慣れるため、プレゼンテーション
の時間を多く設ける。 

 

音楽 

・グループ活動の中で自分の役割を理解し、目標
をもって取り組むことができ、相手とのバラン
スを取りながら演奏することができる。 

・曲想のイメージをもち、どのような演奏が適切
かを判断することができる一方で、音楽的技術
をもって体現するには技術的に足りない部分
がある（コロナで歌唱やリコーダーができなか
った影響も関係している）。 

・二部合唱に積極的に取り組める。 
・楽譜を適切に読み取り、演奏で表現することがで
きる。 

・日本の伝統文化に興味をもち、時代を越えて受け
継がれる日本の音楽を積極的に鑑賞し、興味をも
つことができる。 

・感染対策状況を見ながらも、児童たちがなるべくた
くさん活動の時間が取れるようにする。 

・伝統音楽については、現代との結びつきが感じられ
るような資料作りを心がけ、視覚から興味がもてる
よう工夫する。 

 

図画 

工作 

・意欲的に活動に取り組む児童は多く、自身の考
えや思いを素直に作品に表そうとしている。 

・これまでの経験や技能を生かし、表現に適した
方法を試しながら活動する姿がみられる。 

・個別の指導、支援が必要な児童がいる。 

・考えや思いを表していく上で、形や色、材料の特
徴、構成の美しさなどを考えながら主題を見つけ
ることができる。 

・材料を用いたり用具を使ったりしながらその効果
を確かめ、工夫して表すことができる。 

・児童の発想につながる資料の提示や、構想のための
アイデアスケッチを描く時間を十分に設ける。 

・材料や用具を試す中で気づいたことや発見したこと

をペアやトリオ、全体で共有し、造形的な特徴の理
解につなげる。 

 

家庭 

・手縫いやミシンを用いた製作では、見通しをも
って製作したり、改善点を考えたりすることが
難しい児童が見られる。 

・衛生的で環境に配慮した調理や後かたづけについ
て考えたり工夫したりできるようになる。 

・製作物や個々の技能に応じて時間の見通しをもっ
て製作したり、工夫したりできるようになる。 

・時間や製作状況の見通しがもてるようなワークシー
トを作る。 

・調理実習の回数を最低限にする。調理の仕方や手順
などを学習させ、トライカードを活用し家庭で調理
を行うようにする。 

 

 

⚫ 学習のゴールイメージをもち、問題を発見し、解決の道筋を考える。 

⚫ 学習する過程で、自分の考えを表現し、解決の方法を修正できる。 

⚫ 学び合い、考えや学び方を広めたりふかめたりできる。 


