
前年度授業改善推進プランの検証 学習状況の現状と課題 指導方法の課題と授業改善策

第１学年

〇生活習慣やことわざな
ど、音読をしながら覚える
ことで言葉で覚えた生活習
慣が身に付いた。
〇ノートやワークシートの
記入の仕方を細かく伝えた
ので、丁寧に字を書く習慣
を付けてきた。
●書く学習活動について
は、なかなか書けない児童
が多い。週末作文を課して
書く力を付けたいが、なか
なか身に付かない。

〇平仮名や漢字といった語彙の習得に意欲
的な児童が多い。
〇意欲をもって、音読をしたり、簡単な音
読劇に取り組んだりすることができる。
〇絵本の読み聞かせに対して、興味をもっ
て聞き、楽しむことができる。
●自分の考えが思いつかず、ワークシート
に書いたり、発表したりすることができな
い児童がいる。
●話を聞いていない、あるいは聞き取りが
苦手な児童がいる。

〇話を聞くときは、話している人を見ること、うなず
きながら聞くことなど、話の聞き方の指導を徹底して
いく。
◎ペア学習やグループ学習を取り入れ、意見の交流の
場を設定することで、自分の考えをまとめていく時間
を設ける。
◎話の内容を精査し、要点を視覚化することで、話の
内容を伝わりやすくする。

第２学年

〇説明文を読み取る際、問
いの文を選び、内容の大体
が分かる児童が増えてき
た。
〇図書の時間などで読み聞
かせを行ったので、読書に
意欲的に取り組む児童が多
い。
●自分の思いや考えをを言
葉にしたり、文章化するこ
とに課題がある。

〇意欲をもって学習に取り組み、音読した
り、言葉探しをしたりできる児童が多い。
〇朝読書、休み時間、図書の授業で、本を
読むことが好きな児童が多い。
●漢字の学習でないときに、平仮名で書い
てしまい、習った漢字を使わない児童が目
立つので指導や声掛けが必要である。
●話を集中して聞くことが苦手な児童がい
る。

◎ノートやプリント、作文などをペアやグループで読
み会う機会を設ける。その際に習った漢字を使うよう
に声掛けをしていく。
〇話を聞くときは、話している人を見ること、うなず
きながら聞くことなど、話の聞き方の指導を徹底して
いく。

第３学年

〇友達の発表を聞き、それ
に対して、簡単な感想を言
うことができる児童が増え
た。
〇話を聞く姿勢をくずさず
にいられる児童が増えた。
●文章を読み、感じたこと
や考えたことを書くことの
具体性が不十分である。主
語、述語や接続語を正しく
使って、文章を書く練習が
必要である。

〇教材を繰り返し読むことで、物語文も説
明文もしっかりと読み取ることができる。
〇書いたことを読み合ったり、発表する内
容を聞き合ったりして、互いの良さを認め
たり、課題を伝え合ったりすることができ
る。
●初めて読む物語文や説明文はあまり理解
できない児童が多い。
●話の内容を捉えながら聞くことが苦手な
児童が多い。
●ローマ字を読んだり書いたりすることが
定着していない児童が多い。

〇物語文や説明文を読むときに、何に気を付けながら
読むのか、問題に対する答えの見付け方（問いと答え
の関係）を具体例を示しながら指導する。
◎「聴写」を取り入れたり、友達の発言を聞いた後の
学習活動（感想カードを書く等）を予め設定したりし
て、「聞く」ことの動機付けを図る。
〇朝学習や家庭学習等で定期的にローマ字を学習する
時間を設定し、定着を図る。

第4学年

〇物語の読み取りや登場人
物の気持ちを考える活動に
積極的に取り組む児童が多
くいた。
〇自身の考えを、ノートに
まとめることができるよう
になってきた。
●授業中に自分の考えを述
べたり、他者の発言を聞い
て考えるといった活動には
課題が残る児童もいた。

〇物語文や説明文の内容に興味をもち、す
すんで把握しようとする児童が多い。
〇書いたことを読み合い、よいところを見
付けて感想を伝え合うことができる。
●発言・発表を積極的に行う児童が多い
が、そうでない児童もいる。また、話の聞
き方が不十分で内容を理解できていない児
童が少数いる。
●漢字の定着や丁寧に書くことに課題があ
る児童がいる。

〇発表の仕方（定型文や例など）を提示し、発表をし
やすくする。また、話の聞き方についても掲示物を示
しながら指導する。
◎考えや意見を書く機会と時間を充分に設ける。その
上で、ペア学習やグループ学習を取り入れ、発表を促
す。
〇漢字テストやその直しを徹底し定着を図り、毎回の
漢字ノートなどで丁寧に指導する。

第5学年

〇自分の意見を表現する場
を設定し、書いたり話した
りする活動を多く取り入れ
たことで、文章を書いたり
述べたりすることに素早く
取り組める児童が増えた。
●助詞や接続詞を効果的に
使い、より分かりやすく伝
える力に課題がある。

〇説明的文章や文学的文章の読み取りを適
切にすることができる児童が多くいる。
〇語や話のまとまり、登場人物の気持ちな
どを意識して音読をすることができる児童
が多くいる。
●説明的文章の要旨をまとめるために、最
低限必要な情報を抜き取ることができない
児童がいた。
●テストでは漢字を適切に用いることがで
きる一方で、普段のノートには、漢字を使
用しない児童が一定数いる。
●語彙量や自分の意見を友達に伝えること
ができるかできないかの差が大きくある。

◎文章の構成を意識して書く活動を積み重ね、必要な
情報を選び取る力や書く力を伸ばす。
〇課題に対する自分の意見を書く時間を十分に確保す
る。
〇定期的に小テストを行うこと、ノートの添削を細か
く行うことで、言語能力の定着を図る。
〇他の人と自分の回答や意見を比較して違いに気付か
せ、自分の意見をよりよく書き直す活動を取り入れ
る。

第6学年

○自分の意見をより効果的
に伝えるための表現方法の
工夫や助詞の使い方を意識
して意見文や感想文を書い
たり、発表することができ
た。
●自分の意見を明確に発言
できる児童と、そうでない
児童の差がある。

〇説明文の要点、要約をまとめるための学
習方法を理解してきた。
〇物語文の主題をとらえるための話合いを
進んで行うことができるようになった。
●思考にかかわる語句の量などが不足して
おり、表現豊かに自分の思いを伝えられな
い児童がいる。
●要旨を捉えることが難しい児童がいる。
●敬語の使い方があいまいである。

〇読書を奨励するとともに、授業の振り返りや作文帳
などを活用し、語彙や様々な語句を使用する頻度を高
める。
◎課題に即した読み取りの根拠を示しながらグループ
での話合いを行わせる。
〇読み取ったことや話し合ったことをもとに、自分の
考えをまとめられるようにする。
〇接続詞や助詞の使い方を指導し、要旨をまとめられ
るようにする。
〇謙譲語と尊敬語の使い方について日常場面での使い
分けを想起させるとともに、実際に使う機会を意図的
に設ける。
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前年度授業改善推進プランの検証 学習状況の現状と課題 指導方法の課題と授業改善策

第１学年

第２学年

第３学年

〇気付いたことをノート、
ワークシート、地図に書き
込む活動を積み重ねること
を通して、学習課題を解決
する力が付いてきた。
●調べたり、学んだことを
新聞にまとめる際、地図・
写真・棒グラフなどを自ら
取り入れてまとめることが
できない児童がいた。

〇地図や写真、グラフなどを見て、課題に
沿った内容を自分で考えようと取り組む児
童が多い。
〇図やグラフ等の資料から、分かることを
読み取ることができる児童が多い。
●調べたり、分かったりしたことを地図や
文章にまとめることが苦手な児童が多い。
●図やグラフ等の資料から、読み取ったこ
とを基に、その原因やそれによる影響等を
考えたり予想したりすることが苦手な児童
が多い。

◎調べたり、分かったりしたことを地図や文章等にま
とめるときに、活動時間をしっかりと確保し、支援が
必要な児童に個別指導を行っていく。
〇図やグラフ等の資料から、読み取ったことを基に、
その原因やそれによる影響等を考えたり予想したりす
ることができるように、全体にまず例を示し、全員が
イメージをもった状態で自分で考えていけるようにす
る。

第4学年

〇疑問に思ったことをノー
トに記述し調べ学習をした
ことで、調べて得た知識を
文章にしてまとめることが
できるようになってきた。
〇自分たちの疑問をもとに
した授業のめあてを示し、
答えを探していくことで、
内容が定着した。
●資料から課題や疑問を見
付けることが苦手な児童が
いる。

〇資料から必要な情報を読み取り、気付い
たことや予想を意欲的に発言する児童が多
い。
●資料から分かることを文章にしてまとめ
ることが難しい児童が少数いる。
●４７都道府県名やその位置を把握できて
いない児童が多い。

◎資料から必要な情報を読み取る方法を指導し、読み
取る時間を充分に確保する。また、読み取った情報を
グループや全体で共有し、確かめ合えるようにする。
〇ワークシートやカードなどを活用し、継続してミニ
テストを行うなど都道府県名の定着を図る。

第5学年

〇定期的に習熟度を確認す
るテストを行ったことで、
基本的な知識が定着した児
童が多かった。
〇資料の基本的な読み方を
指導したことで、変化から
分かったことやさらなる疑
問をもつ力を付けることが
できた。

〇資料から課題を解決するために必要な情
報を見付けることができる児童が多くい
る。
●資料などから読み取った情報を基に自分
の考えをまとめることを苦手とする児童が
多くいる。

〇何のために資料を提示しているのかの意図を明確に
し、どの情報が必要なのかがわかりやすくなるような
資料精選を行う。
◎めあてを明示することで児童が何の学習をしている
のか、何を達成できればいいのかを分かりやすくす
る。また、資料から何を読み取り、何をまとめればよ
いのかの観点も示すことで資料から読み取った情報を
まとめる力を身に付けさせる。

第6学年

○資料から情報を読み取る
際に、既習事項や生活経験
を基に考えながら学習を進
めることができた。
●資料から読み取った情報
から、自分の考えをまとめ
ることに不十分な児童が多
かった。

○資料から、多くの情報を読み取ることが
でき、ノートに書いたり、発表したりする
ことができる児童が多い。
●資料から読み取った情報や、授業での学
習内容をもとに、自分の考えやまとめを、
自分のことばでまとめることが不十分な児
童が多い。

○めあての提示をしっかりとして、どんな情報を読み
取ることが大切かを授業の始めに確認する。
◎自分のことばでまとめをするときに、資料から読み
取った情報で大切なことは何か、キーワードは何かを
確認してから、まとめる時間を確保する。
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前年度授業改善推進プランの検証 学習状況の現状と課題 指導方法の課題と授業改善策

第１学年

〇足し算・引き算などの
基本的な技能はほとんど
の児童が身に付けること
ができた。
〇図を用いて自分の考え
をかける児童が多くい
た。
●文章題の題意を読み取
り、立式につなげること
が苦手な児童がいた。

〇個数や順番を正しく数えたり、足し算
や引き算ができたりする児童が多くい
る。
●自分の考えを述べたり、他の児童の考
えを聞いたりすることが苦手な児童がい
る。
●文章題を読み取り、立式することに対
して苦手意識をもつ児童がいる。

◎ペアや少人数グループなどで考えたことを伝え合
う時間を取り入れる。
〇児童に分かりやすくめあてを提示し、めあてに対
して振り返りを書く時間を設けるようにする。
〇具体物やブロックを活用することで、児童にとっ
て分かりやすい問題提示をする。

第２学年

〇自分の考えをしっかりも
たせたことで、同じ考えや
似ていると答えられる児童
が増えた。
●友達の考えを聞いて付け
足しをする児童が少なかっ
た。理由は、ノートに付け
足しを書く時間が確保でき
なかったため。

〇記述について指導したことで、ノートへ
の記録がきちんとできている。
〇めあてを意識して学習活動をしている。
〇自分の考えを発表したり、相手の考えを
聞いて同じところや、違うところを言った
りことができる。
●振り返りが具体的に書けず、一言の感想
になる児童もいる。
●相手の意見を受けて考えたことや付け足
しを述べることのできる児童が少ない。

◎ふりかえりの時間を確保し、記述内容の共有を丁寧
に行う。良いふりかえりを取り上げる。また、教師が
ふりかえりの時間に授業でできるようになったことを
述べるなど、取りかかれない児童の支援をする。
〇発表について考えたことや、付け足しはないか問う
場面をつくる。
〇ペアワークなどで他の人のノートを見たり、考えた
ことを話し合ったりする時間をつくる。

第３学年

〇授業のめあてを明記し、
振り返りと関連付けること
で、学習で学ぶべきことを
意識して学習に取り組む児
童が増えた。
●振り返りや、考えを書く
際の具体性には個人差が見
られた。単元による習熟度
別コースの分け方を考えな
くてはならない。

〇簡単な四則計算はできる。
●時刻と時間の理解度が低く、文章問題か
ら時間を聞かれているのか、時刻を聞かれ
ているのか、決まった時刻の前の時刻なの
か、後の時刻なのかを判断することが苦手
な児童が多い。
●計算をすることはできるが、それまでの
過程や考えを言語化することが苦手な児童
が多い。

〇普段の生活の中で、時計を意識し、時刻を問いかけ
たり、時間を問いかけたりしながら、日常的に考えら
れるようにする。
◎課題に対し、児童が自分の考えをまとめる時間を十
分に確保することで、落ち着いて学習に取り組めるよ
うにする。

第4学年

〇問題に対する自分の意見
をもつ時間を確保したこと
で、ノートに自分の考えを
書くことができる児童が増
えた。
〇内容の定着を図るため
に、毎時間のめあてを児童
らに意識させることで、め
あてをもとに振り返りを行
える児童が多かった

○計算問題に意欲的に取り組む児童が多
い。
○自分の意見を説明したり、発表したりす
ることができている。
○めあてを意識して学習に取り組むことが
できている。
●基礎・基本の内容理解に差があり、個に
応じた指導が必要である。
●既習事項を用いて、活用問題に取り組む
とき、粘り強く答えを見付け出そうとせ
ず、すぐあきらめてしまう児童が多い。
●図形問題に対して、苦手意識をもつ児童
が多い。

○ノートの書き方を統一して指導することで、児童自
身がノートを見返して、学習をきちんと振り返ること
ができるようにする。
○自分の考えや友だちの考えをノートに見やすくまと
めることで自分の課題に気付けるようにする。
◎授業の振り返りを書く際、本時の学習でできたこ
と、疑問に思ったことを明らかにして記入させること
で、次回に向けての学習や家庭学習にきちんと取り組
めるようにする。

第5学年

〇自分で取り組む時間を固
定して確保したことで、算
数の解法をすぐに書くこと
ができるようになった。
●間違えたところをそのま
まにせず、間違えた理由を
明確にし、最後まで粘り強
く取り組むことができない
児童もいた。

〇パターン化して考えることができるよう
な計算問題には比較的取り組むことができ
ている。
●大きい数のわり算や、小数の理解など、
既習事項がきちんと身に付いておらず、活
用することが難しい児童が一定数いる。

〇既習事項の振り返りを丁寧に扱い、そこからさらに
考えれば自分でも問題が解決できそうだと感じさせる
ことで、学習への意欲を高められるようにする。
◎発言を聞く際のルールを取り決める。また、聞くこ
とに対して必要感をもった上で発表を聞き合えるよ
う、児童が自ら「知りたい」と思える活動を行う。

第6学年

○自分の意見や考えを図や
計算を用いて分かりやすく
説明することができた。
○習熟度別学習では、一人
ひとりの児童に合わせた進
度で学習に取り組むことが
できてきた。

○計算問題に意欲的に取り組む児童が多
い。
○自分の意見を説明したり、発表したりす
ることができている。
●答えが出るまでの自分の考えを言語化し
て説明することが難しい児童がいる。
●基礎・基本の内容理解に差があり、個に
応じた指導が必要である。
●既習事項を用いて、活用問題に取り組む
とき、粘り強く答えを見付け出そうとせ
ず、すぐあきらめてしまう児童が多い。

〇自分の考え方を友達や全体に説明する機会を増や
す。
○授業内において、学力や理解を確認するために小テ
ストを実施し、その理解度に応じた指導ができるよう
にする。
◎既習事項の確認をして、見通しをしっかりもたせた
上で、自力解決の時間を十分に確保して、問題解決が
できるようにする。
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前年度授業改善推進プランの検証 学習状況の現状と課題 指導方法の課題と授業改善策

第１学年

第２学年

第３学年

○学習問題を自ら見出せる児
童が多くなった。
○正しく実験器具を用いて実
験を行ったことで、実験結果
から学習問題について理解を
深められる児童が増えてき
た。
●学習問題を見出すことはで
きるが、それを言葉で表現し
明確にできる児童が少なかっ
た。
●学習問題を解決することが
めあてであると認識できてい
る児童が少なかった。

〇提示された課題を意識し、実験手順を分
かりやすく提示し、役割分担をした上で、
グループ活動を通して協働的に学び合うこ
とができる。
〇学習したことを、自分たちの生活と結び
付けて考えようとする児童が見られる。
●自然の事物・現象について追究する中
で、差異点をもとに問題を見出し、表現す
ることを苦手とする児童が多い。

〇理科の学習の流れを分かりやすく提示し、学習活動
の見通しをもたせる。
◎実験や観察の結果から、自分の言葉で考察できるよ
う視点を明確にし、考える時間を確保し、一人ひとり
が考えられるようにする。

第4学年

〇見通しをもって実験や観
察を行ったことで、問題に
正対した結論を導き出せる
児童が増えてきた。
〇振り返りでは、出した結
論から生活に生かせるこ
と、新たな疑問について記
述できる児童が増えた。

〇問題を解決するために、実験や観察に意
欲的に取り組む児童が多い。
●既習内容や生活経験などを基に根拠のあ
る予想を立てられる児童は多いが、それを
発言できる児童が限られている。
●結果や考察から自分の考えを表現し、結
論を書くことが苦手である。

〇学習の流れを明確になるように掲示し、学習の見通
しをもたせる。
〇児童が観察・実験の結果からじっくり考察すること
ができる時間を十分に確保する。
◎自分の考えをまとめ、自他の意見を伝え合う時間を
確保する。

第5学年

〇映像資料などを活用した
学習の振り返りを行ったこ
とで、知識が定着した児童
が多くなった。
●一人で考える場面と交流
する場面を意図的に設定し
たが、考察や振り返りの内
容については課題が残っ
た。

〇実験や観察に意欲的に取り組む児童が多
い。
●結果と考察の違いを理解できている児童
が少ない。
●知識の定着に課題のある児童が少なくな
い。

〇単元末の振り返りを行う際、映像資料を活用した
り、生活と関連付けて考える時間を設定したりするこ
とで、より確実な知識の定着を図る。
◎問題解決の流れに沿って学習を展開する。その中
で、結果とは何か、考察とは何かを丁寧に確認しなが
ら進めていく。

第6学年

〇映像資料の活用や、生活
との関連付けにより、学習
した知識が身の回りで生か
されていることを考えるこ
とができた。
●問題を見出す場面や実験
方法を計画する場面で、他
者と協働する必要性のある
展開が必要である。

〇学習への意欲は高く、積極的に実験に取
り組む児童が多い。
●知識の定着に課題のある児童が少なくな
い。
●考察や振り返りなど、思考したことを自
分の言葉で表現することに課題がある。

〇単元末の振り返りを行う際、知識をまとめるだけで
なく、映像資料を活用しながら、生活と関連付けて考
える時間を設定する。
◎考察場面では、一人で考えるだけでなく、他者と交
流しながら考える場面を設定し、様々な考え方に触れ
ることで、自分の言葉で表現できるようにしていく。

三鷹市立北野小学校　令和４年度　【　理科　】　授業改善推進プラン



前年度授業改善推進プランの検証 学習状況の現状と課題 指導方法の課題と授業改善策

第１学年

○曲に合わせてリズムをとれ
る児童が多い。
○様々な歌にとても関心があ
り、すすんで歌おうとする
（覚えようとする）態度がよ
く見られた。

●コロナ禍ということもあ
り、実際に鍵盤ハーモニカを
演奏する時間が少なかった。
それをアプリで補ったが、実
技にはつながっていない。

〇曲に関心をもち、積極的に歌おうとする児童が
多い。
〇鍵盤ハーモニカに関心をもち、タブレットで代
用し練習する児童が多い。
●鍵盤ハーモニカの運指や音階の位置が覚えられ
ない児童がおり、積極的に取り組む児童と、苦手
意識をもつ児童とが混在している。
●拍や休符を意識しながらリズム打ちや身体で表
現する児童と、拍子をとるのが難しい児童がい
る。

〇曲の階名をわかりやすく提示し、技能では個別指導を取り
入れながら指導をする。
○曲の拍子に合わせて、身体を動かしたりリズム打ちをする
経験を多く積ませ、幅広い楽曲を活用しリズム感をつける指
導をする。
◎ペアやグループで合奏したり技能を教え合ったりし、考え
たことを伝え合う時間を設ける。

第２学年

〇音楽に合わせて歌った
り、階名で歌ったりする時
間を確保し、できる児童が
増えた。
〇ペア活動を取り入れ、お
互いに見合い、教える時間
を確保した。
●音符を一緒に読み、練習
する時間を確保する必要が
ある。

〇音遊びやリズム遊びに興味をもち、楽し
んで歌ったり表現したりし、意欲的に学習
に取り組む児童が多い。
●曲の雰囲気やリズムなどから、歌い方や
身体の動かし方を工夫して表現することに
は個人差がある。
●音符を読んだり、鍵盤ハーモニカで曲を
弾いたりすることが苦手な児童がいる。

〇曲のリズムに合わせて体を動かす活動を多く取り入
れ、音楽の楽しさを感じさせるようにする。
〇展示用鍵盤やリズムカードを用い、視覚的に関連さ
せながらとらえられるようにする。
◎お互いに学び合ったり、お互いを見聞きし合ったり
する活動を適切に行い、さらなる表現の向上につなげ
る。

第３学年

〇幅広い音楽活動を取り入
れたことで、音楽に対する
興味・関心が高まった。
●リコーダーの学習に取り
組めた期間がコロナの影響
もあって短く、習得が不十
分な児童がいる。

〇リズム譜を読むことに、自信をもってい
る児童が多く、音楽に合わせてリズムをう
つことができる。
〇鍵盤ハーモニカの演奏に苦手意識を持っ
ている児童が３割ほどいるが、前向きに練
習できている。
〇曲に合わせて、発声をかえて歌唱するこ
とができる。
●リコーダーに取り組めた期間が短く、習
得が十分ではない。

〇引き続き、自信をもって読譜できるようになるよ
う、毎時間の学習の中にリズム打ちを取り入れる。

〇実技の全体学習はスモールステップで行い、個別指
導も行いながら、前向きに学習できる環境を持続す
る。

◎様々な楽曲を取り入れながら、幅広い音楽活動を行
い、多様な表現方法を身に付ける。
〇実技に取り組める期間に集中して学習を進められる
ように、計画する。

第4学年

〇掲示・板書を工夫し、音
楽の流し方や授業構成も変
えたことで、指示が通りや
すくなった。
●コロナの影響もあり、リ
コーダー学習の時間は少な
くなった。サミングの奏法
など、定着していない部分
もある。

〇課題の達成に意欲的な児童が多い。
●リコーダーの習得が不十分な児童がい
る。
（コロナの影響で年間通して学習できな
かったことが多分に影響している。）

◎お互いに学び合う時間をとることで、さらなる表現
の向上につながるよう、ペア学習やグループ学習の時
間を取り入れる。
〇スモールステップでの授業構成の中に個別指導も取
り入れ、状況が許せば４年生の間に、リコーダーの技
能が習得できるようにする。

第5学年

〇課題に対し、あきらめず
に取り組める児童が増え、
技能が身に付いてきてい
る。
●鍵盤楽器のかわりにタブ
レットを用いたが、かえっ
て難しく感じる児童もい
た。

〇ペア学習やグループ活動から、互いの意
見を取り入れ、表現方法が向上している児
童が多い。
●持ち物が揃わず、学習に参加できない児
童がいる。

◎引き続き、ペア学習やグループ活動を取り入れ、互
いに向上できる環境づくりを行う。
〇こまめに声をかけ、必要な持ち物を用意できるよう
支援する。

第6学年

〇音楽に興味をもち、意欲
的に学習できる児童が多
く、技能面で伸びた児童が
多かった。
●学年合奏の計画をたてた
ものの、コロナ禍により実
行できず、卒業までに学年
合奏を行うことができな
かった。クラス合奏はでき
た。

〇個別指導の時間に、児童の中でも教えあ
いが生まれ、互いに向上できている児童が
多い。
〇感じ取ったこと、聞き取ったことを相手
に伝えられる児童が増えた。
●発表時に、恥ずかしさから本来の表現を
披露できない児童がいる。

◎授業の中に、学び合いや教え合いの時間を設定し、
互いに向上できる環境づくりを継続する。
〇小さな発表の場をたくさん設定し、場に慣れるよう
にするとともに、自信をもって発表できるよう練習時
間を多めに設定する。

三鷹市立北野小学校　令和４年度　【　音楽　】科　授業改善推進プラン



前年度授業改善推進プランの検証 学習状況の現状と課題 指導方法の課題と授業改善策

第１学年

〇様々な題材や材料に興味・
関心をもって意欲的に活動に
取り組む児童が多くいた。
〇テーマや材料によって様々
なアイデア・工夫を取り入れ
ながら作品作りを行うことが
できる児童が多くいた。
●丁寧に紙を切ったり折った
りすることが苦手な児童がい
た。
●時間内に作品作りが終わら
ない児童が2割程度いた。

〇絵を描いたり工作したりする活動に意欲的に取
り組む児童が多い。
〇お互いの作品を見合い、良いところを見付ける
ことができる。
●ハサミを上手に使ったり、丁寧に紙を折ったり
することが苦手な児童がいる。
●時間内に作品づくりが終わらなかったり、途中
で意欲を失ったりする児童がいる。

〇用具の使い方を示したイラストを掲示したり、一緒に作業
をしたりしながら、技術の向上を図る。
◎ペアやグループで作品について話し合ったり、作品を見せ
合う時間を設けたりして、作品へのイメージを掴ませる。

第２学年

〇ペアやグループで話し合
う時間をとったことで、作
成へのヒントになり、活動
に生かすことができた。
●最後まで丁寧に取り組む
ことが苦手な児童が３割ほ
どいた。
●時間内に作品が仕上がら
ない児童が２割ほどいた。

〇絵を描いたり工作したりする活動にはど
の児童も意欲的に取り組んでいる。
●鑑賞の際に、他の人の作品を良いと感じ
ることはできるが、どこがどのように良い
など具体的に示すことが難しい児童が過半
数である。

◎鑑賞の時間にまずは他の人の作品を見て、それぞれ
の作品の違いや良さについて話し合うなどしてから全
体の鑑賞を行う。また、鑑賞したことを自身の作品づ
くりに生かしていけるような指導を行う。
〇鑑賞の観点を項目にして示し、記入に取りかかりや
すいようにするなど、ワークシート（鑑賞カード）の
工夫をする。

第３学年

〇ペアやグループで交流す
る時間をとったことでイ
メージを形にすることがで
き、創作活動が広がった。
●鑑賞カードに取り組む時
間を確保したが、簡単な項
目は答えられるが、良さを
文章化することに対して難
しい児童がいた。

〇絵の具の活動に意欲的に取り組み、使い
方が身に付いている。
●発想を広げられる児童もいるが、アイ
ディアを思いつくことが難しい児童もい
る。
●内容理解に差があり、個別対応をする必
要がある児童も多い。

◎アイディアを考える際に話し合う時間をとり、題材
への理解を深め、友達の意見をもとに発想を膨らませ
られるようにする。
◎制作では集中タイムをとり、自分の考えを深められ
るようにする。
〇例示を複数紹介し、その中から自分がやりたいこと
に近いものを選択できるようにする。
〇掲示を工夫し、今日やるべきことがどこまでか分か
るようにする。

第4学年

〇教師の指示を短く端的に
伝えるようにしたことで、
作業に悩む児童が少なく
なった。
〇集中タイムをとること
で、自分の考えを深めるこ
とができた。

〇意欲的に造形活動に取り組む児童が多
い。
〇題材のテーマに合わせて、自分なりのア
イディアを思いつける児童が多い。
●一方で、初回の授業でアイディアスケッ
チをする際に、自分のやりたいことが決ま
らず制作を始められない児童も一定数い
る。
●自分のやりたいことと、実際にできる技
能に差があり物足りなさを感じる児童も多
かった。（特に木工作）

〇題材の導入を制作の前時に行い、次時までに自分の
テーマを膨らませる期間をおく。場合によっては、家
庭学習でアイディアスケッチを描かせる。
◎アイディアを考える際に話し合う時間をとり、題材
への理解を深め、友達の意見をもとに発想を膨らませ
られるようにする。
〇個人で使える材料の量を明示し、その量の中でどれ
くらいことができそうか、例示をし、見通しをもたせ
る。

第5学年

〇視覚的に分かりやすい掲
示や板書の工夫をしたこと
で、児童間での進度の差が
減った。

〇基本的な絵の具の使い方や道具の使い方
などの技能が身に付いている。
〇与えたテーマに対して、自分なりの発想
を豊かに膨らませることができる。
●導入の時点ではやる気をもって制作でき
るが、意欲が持続せず途中で飽きたりあき
らめてしまう児童もいた。
●高学年として、様々な表現方法を組み合
わせたり、自分のテーマに合う画材を選択
したりする応用力が足りない。

〇初回のやる気が継続するように、第２時、第３時で
も新たな視点を投げかけられるように情報の提供の仕
方を工夫する。
〇６学年までに身に付けさせたい技能を経験させ、そ
れを生かして自分の表現を生み出す題材に取り組ませ
る。

第6学年

〇指導内容が定着するよう
に、繰り返し活動する機会
を設けたことで、特に絵の
具の彩色の技能が身に付い
てきた。
〇指示を短くしたことで集
中して話を聞くことがで
き、制作のミスが減った。

〇自分なりの表現を意識して取り組める児
童が多い。
〇既習事項を活用し活動する児童が増え
た。
●時間を気にせず活動してしまう児童が多
い。

〇本時はどこまで達成できればいいのか分かるよう
に、板書の工夫をする。
◎自分の考えを存分に表現できるように集中タイムを
とり、本時の目標が達成できるようにする。

三鷹市立北野小学校　令和４年度　【　図画工作　】科　授業改善推進プラン



前年度授業改善推進プランの検証 学習状況の現状と課題 指導方法の課題と授業改善策

第１学年

第２学年

第３学年

第4学年

第5学年

○学習したことを家庭で実
践する場を設けるととも
に、保護者の協力を仰ぎ、
親子の感想の交流を通して
学びを深めることができ
た。
●基本の裁縫技能の定着を
図るために、繰り返し練習
する時間を確保することが
難しかった。

○めあてを理解し、積極的に取り組む児童
が多い。学習意欲が高い。
●飲食を伴う実習がすぐには実施出来な
かったので後回しになってしまった。対策
をきちんととって、最終的には実施でき
た。調理実習は今後も家庭と連携をとって
すすめていく。

○感染症対策を行った上で実施できる実習を行う
○基本的な技能の定着を図るために、何度も反復練習
をする。また、ミシンを使うときにはサポート隊を活
用し、保護者の方の協力を得る。
◎チャレンジカードを作成し、学習したことを家庭で
振り返るとともに、家庭で取り組んだことを授業で共
有する機会を作り。学習意欲を高めていくようにす
る。

第6学年

○各単元の学習において、
振り返りカードを記入する
ことで、身に付いた力を明
確にすることができた。
○夏休みに、家庭で取り組
んだ内容を記載する宿題を
出して、取り組ませて夏休
み明けに全体で共有するこ
とで児童の意欲を向上させ
ることができた。

○家庭生活をよりよくしたいという意欲を
もって授業に取り組むことができている。
●調理実習ができないため、家庭に協力を
お願いしているが、難しいこともある。
●手縫いやミシンの使い方が定着していな
い児童がいる。

○感染症対策を行った上で実施できる実習を行う。
○制作の目的や計画を自分で立てさせ、自らで解決し
ていこうという意欲をもたせる。
◎計画と振り返りを行い、自らの課題と身に付いたこ
とを明確にさせる。

三鷹市立北野小学校　令和４年度　【　家庭　】科　授業改善推進プラン



前年度授業改善推進プランの検証 学習状況の現状と課題 指導方法の課題と授業改善策

第１学年

○観察対象に名前を付け、
愛着をもって手入れをし
た。
○観察カードの記入の仕方
を丁寧に指導したので、大
きさ、色、形、におい、
触った感じなど、気が付け
る児童が増えた。

〇身近な自然に触れる活動を通して、季節
の変化に応じた植物や昆虫に興味をもっ
て、変化を意識したり、どこにいるか探し
たりする児童が多い。
●朝顔や昆虫などの観察をすると、様々な
視点で観察することができる児童が少ない
のが課題である。

◎観察カードだけでなく、発表を通して活動の振り返
りを行う場を多く設定し、考えたり気付いたりしたこ
とを伝え合い、表現力を高める。
〇観察カードをかく時には、様々な観点を示したり、
例示を示したりすることで、多くの視点に触れられる
ようにする。

第２学年

〇観察カードを書いて、発
言する場や時間をしっかり
設定することで、考えたり
気付いたりしたことを伝え
る表現力を身に付けた児童
が増えた。
〇観察カードに記録する時
間を十分確保し,観察する
観点項目ごとに記入する
カードを用意することで、
上手に観察カードを書くこ
とができるようになった。

〇野菜の世話や観察を通して、それらの変
化や成長の様子に関心を持ち自主的に継続
して世話するなど、親しみを持ち取り組む
ことができる児童が多くいた。
●観察して考えたり、気付いたりすること
が難しく、観察カードなどに表現すること
に課題のある児童がいる。

◎観察カード記入時に視点を与えたり、記入に困って
いる場合には周りと気付いたことを共有する時間を
とっていく。
〇観察カード記入の時間をしっかりと確保し、落ち着
いて考えたこと分かったことを表現できるようにす
る。

第３学年

第4学年

第5学年

第6学年

三鷹市立北野小学校　令和４年度　【　生活　】科　授業改善推進プラン



前年度授業改善推進プランの検証 学習状況の現状と課題 指導方法の課題と授業改善策

第１学年

〇ルールを守りながら運動
をすることができる児童が
増えた。
〇多くの児童がすすんで運
動に取り組むことができ、
安全に気を付けながら身体
を動かすことの楽しさに気
付くことができた。
●感染症の影響で体力や技
能が身に付いていない児童
が多くいたため、休み時間
などでも外に出て運動する
ことを促していきたい。

〇基本的な動きとなる運動遊びをより多く
行うことで、どの児童もできる運動が多
く、すすんで活動に取り組んでいる。
●基本的な動きができない児童もいるのが
課題である。
●ゲーム領域はまだ実施していないため、
活動の経験が少ない。そのため課題とし
て、規則を理解するのに時間が掛かること
や勝敗を受け入れられないといったことが
予想される。

〇勝ち負けを素直に受け入れることができるように指
導する。
〇基本的な動きとなる運動遊びを継続的に行い、様々
な動きを経験できるようにする。
◎ゲーム領域の活動では、特に仲間と協力し合い、競
い合う楽しさを経験できるような学習を計画する。自
分たちでも簡単なルールを考えたり、よい運動を互い
に見合ったりする時間を設定する。

第２学年

〇ゲーム領域では、仲間と
話し合う時間を設け、作戦
を考える楽しさを経験さ
せ、授業内で話し合いをす
る活動を取り入れたことで
ゲームに楽しく取り組める
児童が増えた。
〇運動の苦手意識の強い児
童は、休み時間にクラス遊
びなどを通して一緒に活動
するようにしたことで、外
遊びをする児童が増えた。

〇体育の好きな児童が多く、いろいろな単
元の運動遊びに意欲的に取り組めている。
●ゲーム領域では、苦手意識のある児童が
消極的になっていたり、すすんで取り組め
ているが競り合うことを楽しんだりできな
い児童もいる。

〇各運動領域の中で、譲り合いや勝ち負けなどを素直
に受け入れることができるように声掛けや指導を繰り
返し行う。
◎ペアやグループで作戦などを相談する時間を設け、
ペアやグループで協力する楽しさをたくさん経験させ
る。

第３学年

〇運動の特性を味わいなが
ら学習に取り組むことがで
きる児童が増えた。
〇友達同士で関わり合いな
がら、良いところを見付け
たり、声を掛けたりするこ
とができる児童が増えた。
〇安全に気を付けて、友達
と協力しながら学習の準備
や片付けに取り組むことが
できる児童が増えた。

〇運動にすすんで取り組もうとする児童が
多い。
〇友達と協働的に活動し、互いに高め合い
ながら取り組むことができる。
●自己やグループの運動の課題を見付け、
解決のための方法を工夫したり、考えたこ
とを友達に伝えたりすることが苦手な児童
が多い。

〇模範の試技を見るだけでなく、ＩＣＴ機器を活用
し、自らの動きをフィードバックできるようにするこ
とで、正しい動きを理解できるようにし、その理解を
基に、友達と意見を伝え合えるようにする。
◎主運動後に、ペアやグループなどで考えたことを伝
え合う時間を取り入れ、互いに意見を交換できるよう
にする。

第4学年

〇学習のポイントを理解
し、タブレットを活用して
自身や友達の技能を確認し
ながら学習を進められる児
童が多かった。
〇活動時間を多く確保した
ことで、学習に意欲的に取
り組む児童が多かった。

〇運動をすすんで取り組もうとする児童が
多い。
〇決まりを守り、助け合って運動すること
ができる。
●運動の課題を見付け、解決のために友達
に伝える児童が固定化している。

〇すすんで取り組むために場の工夫を設定したり、模
範演技だけでなく、タブレットも活用して正確な動き
を確認する。
◎ペア学習など話し合う時間を確保し、自分の考えを
伝えたり、友達の考えを聞いたりして、練習等に取り
組むようにする。

第5学年

◎めあてと振り返りを一貫
させたことで自身が身に付
けた力は何かを理解し、次
時につなげることができ
た。
〇可視化できる教材を活用
し、端的に伝えたことで、
運動量を確保し、時間内に
体をたくさん動かす活動に
つなげることができた。

〇運動にすすんで取り組み、楽しみながら
活動する児童が多い。
〇きまりを守り、助け合って運動したり、
場や用具の安全に気を配ったりすることが
できる児童が多い。
●自己やチームの特徴に応じた考えを選ん
だり、考えたことを具体的に他者に伝える
ことを苦手とする児童がいる。
●苦手な運動に対して消極的になる児童が
いる。

〇学習カードを工夫し、自分の考えや友達から学んだ
ポイントを記入することで、運動の課題解決に必要な
内容を学んだり、それを他者に伝えやすくしたりし、
自分の考えを深めることができるようにする。
〇スモールステップでの課題解決を大切にすること
で、苦手な運動に対しても、できることが増えている
ことを実感することができるよう、運動の場や学習
カードを工夫する。
◎自分の知識や友達から教わった内容を活用し、考え
たことを言葉や動作等で伝え合うよう指導する。その
ために、毎時の学習でめあてを明確にしたり、何が身
に付くのかを分かりやすくする。

第6学年

○チームでのゲームに関し
て、作戦を話し合う時間を
確保することで、運動に取
り組もうとする姿勢が見ら
れた。
○チームで話し合う場面で
は、作戦ボードや学習カー
ドを活用することで、児童
一人ひとりが課題を把握す
ることができ、何ができる
ようになったのか明確にす
ることができた。

○きまりを守り、安全に取り組むことがで
きている。
●ゲームに関して、作戦などを話し合う時
間を確保したことで、活動に取り組もうと
する姿勢は見られたが、伝える内容（ポイ
ント）が明確でなく、グループ学習の効果
が最大限に発揮されていない。

○運動の特性を授業の始めに共有し、基本的な知識や
技能を得る。また、得た知識や技能をもとに友達同士
でポイントを伝え合ったり教え合ったりする場面を設
けることで技能を高めるようにする。
○グループでの話し合う時間を話し合う内容を明確に
した上で確保し、運動に取り組もうとする姿勢をもた
せる。
◎授業の始めに、グループのめあてを明確に伝えるこ
とで、グループで伝える内容（ポイント）を明確にし
て、話し合いができるようにする。振り返りをする時
間を確保する。

三鷹市立北野小学校　令和４年度　【　体育　】科　授業改善推進プラン



前年度授業改善推進プランの検証 学習状況の現状と課題 指導方法の課題と授業改善策

第１学年

第２学年

第３学年

第4学年

第5学年

○毎時間、友達とコミュニ
ケーションを取る時間を多
く確保したことで、英語を
使った会話ができるように
なってきた。
○毎時間、既習事項を活用
したコミュニケーションを
取り入れたことで、流ちょ
うに発音できるようになっ
た。

○アクティビティにすすんで取り組もうと
する児童が多い。
○既習事項の英文とその受け答えを繰り返
し練習することで、しっかり発音できる児
童が増えている。
●未習の内容に関して、自分から発音に挑
戦する児童が少ない。
●英語を発音することに、消極的な児童が
みられる。

○視覚教材を活用し、児童が関心をもったり、発音や
意味が理解したりすることが容易になるよう指導形態
を工夫する。
○毎時間の始めに、既習事項の英語のコミュニケー
ションの時間を設けることで、英語での発音に慣れる
ことができるようにする。
◎友達と英語でコミュニケーションをとることができ
る時間を多く確保し、英語を使った簡単な会話ができ
るようにする。

第6学年

○ゲームを増やし、繰り返
すことで、フレーズや会話
ができるようになった。
〇毎時間、既習事項を活用
したコミュニケーション活
動に取り組むことで、簡単
な問いかけや答え方を覚え
るようになった。

○毎時間楽しく英語を発音しようとしてい
る児童が多い。
○５年生までに培った力が定着している児
童が多い。
●既習事項の定着に差が見られる。
●アクティビティに消極的な自動が見られ
る。

○毎時間、既習フレーズを使ったコミュニケーション
を行い、習熟を図っていく。
○毎時間、様々な英単語（イラスト、スペル）に触れ
ることで、英語に親しみ、単語力の幅を広げていく。
◎毎時間、友達とコミュニケーションをとる時間を確
保し、英語を使った問いかけや正しい答え方を身に付
けていく。

三鷹市立北野小学校　令和４年度　【　外国語　】科　授業改善推進プラン



前年度授業改善推進プランの検証 学習状況の現状と課題 指導方法の課題と授業改善策

第１学年

○教材文に感情移入する児
童が多いので、登場人物の
気持ちに気が付く児童が多
かった。
●登場人物の気持ちから、
「自分だったらどう思う
か」という視点に移ること
が難しかった。自分事とし
て捉える力を育てたい。

〇学習を通して、より良い行動について考
え、発表できる児童が６割ほどいる。
〇楽しんで教材文を読み、主人公の気持ち
や考えをすすんで発表する児童が多い。
●自分の考えを書いたり、振り返りを書く
ことが苦手な児童が３割ほどいる。

〇自分の考えや振り返りが書けている児童のノートを
掲示したり、発表させたりして、苦手な児童への参考
にする。また、苦手な児童には個別指導をしていく。
◎発問した後は、考えや意見を書く機会と時間をしっ
かりと確保し、一人一人が書きまとめられるようにす
る。

第２学年

〇教材文を読み、主人公の
気持ちや行動について考
え、すすんで発表する児童
が多かった。
●学習を踏まえて自己を振
り返ることが苦手な児童が
３割ほどいた。

〇教材を通して、ほとんどの児童が道徳的
価値を理解しながら学習に取り組み、自分
の考えをもつことができている。
〇自分の体験や思いを友達やクラスに発表
することができる児童が多い。
●自分の考えを持つことができるが、ノー
トに書くことが難しい児童がいる。

〇自分の考えや振り返りが書けている児童のノートを
掲示したり、発表させたりして、苦手な児童への参考
にする。また、苦手な児童には個別指導をしていく。
◎友達の考えを聞いたり、役割演技を行ったりするこ
とを通して、多面的・多角的な視点から考えることが
できるようにする。
◎友達の考えを聞き、考えが変わったり見方が変化し
た児童が発表する場面を作る。

第３学年

〇自分の体験や思いを友達
やクラスに発表することが
できる児童が多い。
〇規則の尊重、親切・思い
やりなどの道徳的価値を実
生活に結び付けて行動でき
ている児童が多い。
●日常生活における問題や
課題を自分事としてとらえ
ることができない児童がい
る。

〇すすんで取り組もうとする児童が多い。
〇自分の意見や考えをもち、友達と意見交
換をすることができる。
●自分の考えを文章で表現することが苦手
な児童が多い。
●自分の考えを、自分から発言することが
苦手な児童が２割ほどいる。

〇自分の考えや振り返りが書けている児童のノートを
掲示したり、苦手な児童には個別指導をしていく。
◎発問した後は、考えや意見を書く機会と時間をしっ
かりと確保し、一人ひとりが書きまとめられるように
する。

第4学年

〇教材の登場人物の気持ち
を想像し、考えたことを述
べたりノートに記述したり
する活動に積極的に取り組
むことができた。
●登場人物の気持ちを想像
したり、自身に置き換えて
どうしたらよい・どうして
いきたいと具体的に考えた
りする活動が難しく意見や
考えをもてない児童が少な
からずいた。

○課題に対して自分の意見をもつことがで
きている児童が多い。
○自分なりに工夫してノートをまとめるこ
とができている児童が多い。
●授業の振り返りを書く際、普段の生活と
結び付けて書くことができる児童とそうで
ない児童とに差がある。

○発問や教師の問い返しを工夫することで、価値に対
して多面的・多角的な考えができるようにする。
◎ペアやグループで自分の意見や考えを伝えることが
できる時間を確保する。

第5学年

〇理想とする行動が難しい
ことがあることも全体の場
で確認をした上で、実生活
でよりよい行動ができるた
めの考え方をもたせること
ができた。
〇ペアや小グループで考え
たことを 伝え合う時間を
取り入れたことで、多様な
見方考え方を知ることがで
きた。

〇教材文をよく読み、登場人物の気持ちや
行動を自分事として捉えることができてい
る。
●自分の意見をもち、学習ノートに記録で
きる児童が多いが、全体で共有するときに
自信をもって発表できる児童が少ない。

○発問がシンプルになるように精選し、児童がより深
く考えやすくなるようにする。
◎意見を交流するときに、全体の中で発表する前に少
人数のグループで話す時間を確保する。どんな意見も
共感的に理解するよう指導をする。

第6学年

○授業で出た友達の意見や
考えを積極的にワークシー
トに書いて、自分の考えと
比べようとする姿があっ
た。
●価値に対する自分の意見
や考えを自分の生活と結び
付けて考えることが難し
い。

○課題に対して自分の意見をもつことがで
きている児童が多い。
●自分を主人公などに置き換えて考えたと
き、理想的な自分を書いたり、発表したり
することはできるが、現実の自分と重ね合
わせて考えることができない児童が多い。

○学級の現状から、自分の行動を振り返り、道徳の教
材に入っていくことで、自分事として捉えることがで
きるようにする。
◎伝え合う時間の時に、どんな友達の意見も認め合え
るようにすることを徹底し、多面的・多角的な視点か
ら意見を伝えることができるようにする。

三鷹市立北野小学校　令和４年度　【　道徳　】科　授業改善推進プラン


