
　　東京都北区立赤羽小学校

平成２８年度

授業改善推進プラン 【小学校】

　　①平成２８年度北区立小学校学力向上を図るための全体計画(様式１)
　　②平成２８年度第２学年・第３学年・第４学年・第５学年・第６学年「北区基礎・基本の定着度調査」（北区教育委員会）結果の内容別・観点別の分析(様式２)
　　③指導方法の課題分析と具体的な授業改善案　４教科（様式３）

　
　

取扱注意 



＊教員と保護者が、通知表や面談を通し
て、児童の学力について、共通の認識をも
つ。
＊学校関係者の評価を、教育活動全体の改
善に反映させる。
＊赤小ベーシックプラン・デベロッププラ
ンの作成と活用を推進する。
＊防災教育の推進にあたり、各関係諸機関
や地域との連携を密にする。
＊必要に応じて地域ボランティアを組織
し、調べ学習、放課後の補習に対応する。
＊創立１４０年の節目を活かし、赤羽の歴
史や自然への学びを中心に、地域の人材を
活用する。

連携の工夫

○校内研究プロジェクトが学力向上推委員会を包括し、各教科等の連接を大切にした年間指導計画に基づいて、各教科部会・学年研修会・専科・学力パ
ワーアップ講師・理科支援員等が密接に連携し合い、学力向上の具現化を図る。

本校の授業改善に向けた視点

家庭や地域社会との

＊アクティブラーニングを進めていく上で、
学習展開を「あ・か・ば・ね」を使った表現
で統一して活用し、児童も見通しをもって主
体的に学習に臨めるようにする。
＊個別支援の手立てを模索し、板書計画の工
夫、ヒントカード、学び合い形式の導入など
の手立てを講じる。
習熟度別指導の充実を図り、基礎基本の徹底
に努める。
＊東京ベーシックドリル等を２回以上取り組
み、反復学習を行うことで、学力向上・基礎
固めを図る。
＊学習の軌跡が分かり、振り返りに活用でき
る廊下掲示を進める。年間掲示計画にそって
実施し、学習の深化を図る。

＊総合的な学習の時間と教科学習の関連
を強化する。
＊夏季学習教室、早朝算数教室の課外学
習の充実を図る。
＊朝学習、放課後学習などの時間を活用
して補充的な学習、発展的な学習を採用
する。
＊学校公開日を設け、児童が学校で活動
している様子を、保護者に開示し、共通
理解を進める。また、その補完としても
廊下掲示を通して学習内容・評価の視点
を掲示する。

＊言語活動を柱とした校内研究の充実・発展
を図る。
＊読書活動の一層の充実を図る。
＊特別支援学級・ことばきこえの教室との相
互交流を推進する。その一環として、専門的
な講師を招いて教師としての専門性を高め
る。
＊学年研修会や若手育成の時間を確保し、
OJTを充実させる。
＊防災に関する研修を通して、防災教育の指
導の充実を図る。
＊インクルーシブ教育への理解を深め、校内
での連携を図りながら実践に努める。
＊「赤羽の自然と歴史」という視点を年間計
画に加え、地域に根ざした学習を深める。

＊児童の学力の実態把握と指導結果の活
用に向け、評価を生かした授業改善の推
進を図る。
＊教員の指導法改善の材料として、Ｑ－
Ｕテストや児童の自己評価等を活用す
る。
＊指導と評価の一体化を図る。また、そ
の一環として、廊下掲示を活用し、評価
内容の共有と改善に活かす。
＊アクティブラーニングを取り入れ、他
者とかかわる時間やふり返りの時間を取
ることで、互いのよいところを認め合
い、自己肯定感の向上につなげる。

評価活動の工夫教育課程編成上の指導内容・指導方法の

研究や研修の工夫工夫 工夫

北　区　立　赤　羽　小　学　校

単元別に習熟度差があり、児童にとって印象深い内容（または活動）であるものの正答率が高い。学習計画を明確にして見通しをもって取り組めるようにした
り、都道府県や地図記号など反復練習が必要な内容をしっかりと押さえていくことで、基礎的な知識が養われていくと考えられる。また、表やグラフを読み取
ることはややできるが、読み取った情報を元に考えをまとめる事柄については課題である。一時間ごとのまとめをしっかりと行うこと、学習感想など自分の考
えを書き表すことに慣れさせていきたい。
　観点別結果の目標値に達していない項目は、学年によって異なる。「関心・意欲・態度」のポイントが低い学年があるため、問題を見つけ、予想し、実験・
観察をし、考察するという流れの中で、驚きや発見を体感できるようにしていく。また、「観察・実験の技能」のポイントが低い学年もあるため、観察・実験
の目的、実験道具の使い方や手順の意味などを理解させることで、技能の定着を図っていく。また、内容別結果から、各学年の定着していなかった内容につい
て、基礎的な知識をしっかりと復習させていく。

本校の教育目標

平成２８年度　北区立小学校学力向上を図るための全体計画（様式１）

社会

平成２８年度「北区基礎・基本の定着度調査」を受けての各教科の分析

理科

校内における

校内における学力向上推進体制

　○あかるい子
　
　○かんがえる子

　○はたらく子

　○ねばりづよい子

○全ての教科において、基礎的・基本的な知
識・技能の習得を重視し、それらを活用して
思考力・判断力・表現力等を育成する。
○基礎的・基本的事項を確実に身に付けるよ
うに、言語活動を核とした主体的な学びとな
る展開を工夫し、自発的な学習につなげる。
○読書の習慣化を図るため、読書月間や朝の
読書タイム、読み聞かせ等の時間を充実させ
るとともに、並行読書の活用を図り、読解力
の向上と豊かな表現力と想像力、みずみずし
い感性や読書から得た情報を活用する力を育
てる。
○北区基礎・基本調査等の結果を分析し、改
善策を具体的に生かす。

学力向上にかかわる経営方針

国語

算数

本校が児童に育成したい力

　すべての学年で区平均を上回っており、基礎的な力は身に付いている。「書くこと」については、ポイントが上がっている学年が多く、視写などの効果が表
れている。目標値に達していない項目は、学年によって異なる。「漢字」は、反復練習をする。「読むこと」では、内容の中心をとらえて読む能力を身に付け
させ、考えを深める場を設けていく。「活用」では、言語活動の充実を図り、思考力・判断力・表現力を伸ばしていく。

   観点別結果も内容別結果も学年や内容によって、多少の差がある。観点別結果については、中高学年全体で全ての観点に関して区平均と比べ、ほぼ同等か上回ってい
る。しかしながら、数量や図形についての技能に関してはほぼ同等の学年が多いので、具体物などを用いて、苦手意識をより少なくしていく。また習熟度別学習を生か
し、つまずきに応じて前学年までの内容に立ち戻る学習を授業の中に取り入れ、基礎学力を徹底させていく。さらに活用の時間も十分に確保し、基礎力とともに応用力
も伸ばしていきたい。

○教科学習や総合的な学習の時間の指導の充実を通して、児童の学習意欲を喚起し、児童が自ら課題意識をもち、情報を活用しながら、よりよく問題解
決に取り組み、主体的・創造的に学習する意欲や態度を育てる。
○全教科・領域等の学習、各種の教育活動を関連付けながら指導することを通して、考える力の育成を図り、自分の意見を明確に述べたり、相手の話を
しっかりと聞き取ったりできるようにする。
○「学びの日常化」として、学んだことを暮らしの中に活かすことを通して、生きる力につなげるとともに、生活すべての中に潜む学ぶべきことに気付
き、とらえる感性を育てる。
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○区の平均値と比較するとすべての内容で2～４ポイント上回ってい
る。しかし、「ゲームのルールを説明する」が目標値を下回った。
また前年度の平均値と比較すると基礎の内容は６ポイント上回って
いるが、活用の内容が、１３ポイントとかなり下回った。
○目標値自体が「漢字を読む」が９０ポイントで、「ゲームのルー
ルを説明する」が３５ポイントと基礎と活用で目標値にかなりの差
がある。

○全体の正答率は、区の平均をわずかに上回っている
ものの、「計算の復習」「１００００までの数、分
数」「時こくと時間」「はこの形」の４つの内容で区
の平均値を下回っている。特に「はこの形」は目標値
を１０ポイントと大きく下回っている。

○区の平均値をすべての観点で上回っている。「書く
能力」は平均値を１０ポイント以上上回っており、書
く力が定着している児童が多いと思われる。引き続き
指導を続けたい。比べて「読む能力」は、平均値を
１．８ポイント上回ったが、他の観点からみると低い
結果であった。授業の中でも意識して指導したい。

○「数量や図形についての知識・理解」の観点では、
わずかだが区の平均値を下回った。特に図形の領域に
課題がみられるので、反復練習や指導の工夫を考え、
定着を図りたい。

○「漢字を読む」をはじめとして、基礎の内容につい
ては、力もついているところも多いのでそれを活かし
ながら、基礎の内容を押さえつつ、活用の内容を伸ば
していけるような単元を設定していきたい。特に「読
む」の単元では、時間をとって意識的に指導したい。

○国語と比べて多くの内容で課題の多い結果だった。
特に図形の領域は、反具体物などを使って実感をさせ
ながら「知識・理解」を深めさせたい。また前学年の
復習をする時間も授業や家庭学習で計画的に取ってい
きたい。

平成２８年度　第２学年 「北区基礎・基本の定着度調査」（北区教育委員会）結果の内容別・観点別の分析（様式２）

国　　　　　語

算　　　　　数

平成２８年度　第３学年 「北区基礎・基本の定着度調査」（北区教育委員会）結果の内容別・観点別の分析

算　　　　　　数

国　　　　　語

○８つの内容のうち、５つの項目で区平均と同程度または平均を
上回る結果が出た。その中でも、「物語を読み取る」では５ポイ
ント区平均を上回った。文章中に出てきた言葉に着目して様子を
想像したり、読み方を工夫したりする活動がこの結果に結び付い
た。
○「漢字を読む」は２．９ポイント、「漢字を書く」については
２．８ポイント、区平均を下回った。

○７つの内容のうち、５つの項目が区平均を上回り、２つの項目
が区の平均を下回る結果となった。「３つの数の計算」について
は４．６ポイント区平均を上回り、具体物を用いて指導をしたこ
とが、理解の定着に役立ったことがわかる。
○「かたち」については、区平均を１３．７ポイント下回った。
また、「１２０までの数」については区平均を１ポイント下回っ
ている。

○５つの観点のうち、４つの観点で区平均を上回った。その中でも「話す・聞
く能力」は、区平均を２．５ポイント上回っている。各クラスにおいて、伝え
合いの話形を用いた交流を行ったり、「話の聞き方・伝え方あいうえお」を意
識するようにしたりしたことが、この結果に結び付いたと考えられる。
○「言語についての知識・理解」については、区平均を１．８ポイント下回っ
ている。漢字の読み書きについての平均点が低かったことが原因として挙げら
れる。

○４つの観点のうち、２つの観点で区平均を上回った。「数学的な考え方」
や、「数量や図形についての技能」は、それぞれ１．８ポイント区平均を上
回った。学習の導入場面で式や答えについてある程度の予想をし、どうしてそ
のように思ったのかを伝え合う活動や、考えを交流する場面で他の人の考えを
よく聞き、言葉を付け足して発表する活動を設けたことが、この結果に結び付
いた。
○「算数への関心・意欲・態度」は１．３ポイント、「数量や図形についての
知識・理解」は１ポイント区平均を下回った。

○基礎的な学力は区平均と同じ８８．２ポイントで、１年生の学
習内容が概ね身に付いていることがわかる。また、学習したこと
を活用することについては、区平均を３ポイント上回ったもの
の、７３．６ポイントとそれほど高い数値ではない。活用する力
については学習場面だけでなく、生活の中でも授業で学んだ考え
方を使うことができることを伝えながら、伸ばしていく。

○基礎・活用ともに、区平均を少し上回っている。特に基
礎的な学力については９０ポイントに達しており、概ね身
に付いていることがわかる。活用については国語と同様
に、授業で身に付けた力を生活の場で生かし、伸ばすよう
にする。
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○目標値と照らし合わせると、「こん虫の育ち方」の
正答率が低い。また、区の正答率と比べると、「太陽
と地面のようす」の項目が、若干低い。これは以前の
学習を忘れてしまっていることが原因と考えらえる。
その都度復習の必要がある。

○全ての項目で、目標値を上回っている。また、区や
全国の平均正答率と比較しても、上回っている。た
だ、「関心・意欲・態度」の項目では、目標値には達
していない。事象から予想し仮説を立てながら実験・
観察して「答え」を導き出す楽しさを味わえるよう
に、さらに学習の展開を工夫していく必要がある。

○高いレベルである。その中で、「モンシロチョウと
ショウリョウバッタの幼虫の共通する育ち方の説明」
「日なたの水たまりの氷がとけた理由の説明」「方位
磁針の針の向きから、自由に動く棒磁石の極の説明」
の正答率が若干低い。

理　　　　　　科

国　　　　　語

算　　　　　　数

○全体に目標値を上回っているものがほとんどであ
る。その中で、「言葉の学習」の内容だけが目標値を
下回っている。また、区、ならびに全国平均正答率と
比較すると、「話し合いの内容を聞き取る」という項
目の「話題に沿った意見と理由を考えて話す」問題に
ついては、高いレベルではあるが下回っている。

○全ての項目で、目標値を上回っている。また、区や
全国の平均正答率と比較しても、上回っている。基本
的な力はついていると思われる。ただ上回っていると
いっても、２～５ポイントであるので、今後も努力を
続けていかなてくはいけない。

○国語への関心・意欲も高く、話す・聞く、書く、読
む力もつけている。しかしその中で、主語と述語、
ローマ字、国語辞典の使い方などの「言葉の学習」の
力をつけることが必要である。さらに若干ではある
が、全学年の漢字を忘れているところも見られる。

○全ての項目で、目標値、区・全国の平均正答率も上
回っている。しかし、その中では、「かけ算」と「ぼ
うグラフと表」の項目が、＋１ポイントから３ポイン
ト程度で、他の項目と比べると若干低い傾向が読み取
れる。

○全ての項目で、目標値を上回っている。また、区や
全国の平均正答率と比較しても、１０ポイントほど上
回っている。算数について意欲があり力をつけている
ことがわかる。習熟度別学習などで、底上げができて
いる成果だと考える。

○全体に高いレベルである。その中で細かく見ると、
「□を使った式」「円と球・三角形」について問われ
る問題の正答率が若干低い。常に以前の学習にもどっ
て、特に苦手なところをこちらが意識しながら復習を
する時間を設定していきたい。

平成２８年度　第４学年 「北区基礎・基本の定着度調査」（北区教育委員会）結果の内容別・観点別の分析
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○全ての内容で目標値を上回っている。話し合いをもとにポ
スターを作る13.8ポイント・ 漢字を書く12.2ポイント・話
し合いの内容を知る11.7ポイント・漢字を読む10.7ポイン
ト・説明文の内容を読み取る9.7ポイント・言葉の学習8.8ポ
イント・物語の内容を読み取る7.7 ポイント・作文6.2ポイ
ントと目標値を上回っており、学習内容が身についている。

○全ての項目で、目標値を上回っている。話す・聞く
能力は12,2ポイント　言語についての知識理解技能は
10.4ポイント 関心意欲は10.3ポイント 読む能力は
9.5ポイント書く能力は8.5ポントと目標値を大きく上
回ることができた。言語活動の充実を図り、学びを深
めていった結果と推測される。

○全ての内容・観点で目標値を大きく上回っている。国語科に対する興味や関
心が高いことがうかがえる。今まで取り組んできた「言語活動の充実」の研究
成果が見られた。
○この結果に甘んじることなく、今まで培ってきた言語活動をさらによりよい
ものへとしていく。国語科での学びをベースに他教科へと広げていく。
○学年平均値は、目標値を大きく上回っているものの、二極化現象が見られ、
個に応じた指導を今後も手掛けていく必要性がある。

○3つの項目で目標値を上回っているが、４つの項目で
目標値を下回っている。安全なくらし（火事）におい
ては、目標値を１２ポイント上回り、意欲的に学習
し、身についていることが伺える。
○地図の味方については、目標値を１６ポイントも下
回っている。定着できていない。

○目標値を若干下回っている項目もあるが、ほぼ目標
値に達している。
○関心意欲態度の項目では７ポイントほど上回ってお
り、意欲と定着にずれが生じていることが伺える。

○関心意欲はあっても、単元ごとの興味関心であり、社会科
学習全体に広がっていないのではないか。内容を概念として
理解し、定着していくことが必要である。
○地図の見方、県の様子では、目標値からかなりの落ち込み
が見られる。都道府県名や地図記号などの反復練習を積み重
ねる必要がある。

○５つの項目で目標値を上回っているが、５つの項目で目標
値を下回っている。「計算の復習」６ポイント「折れ線グラ
フと表」１０ポイントと大幅に上回っているので意欲的に学
習に取り組めているように伺える。「億と兆・概数の表し
方」４ポイント「面積」４ポイント下回っているので、反復
学習の必要性がある。

○全ての項目で目標値とほぼ同等か下回っている。「算数へ
の関心・意欲・態度」2.5ポイント「数量や図形についての
知識・理解」0.2ポイント下回っており「数学的な考え方」
1.2ポイント「数量や図形についての技能」0.6ポイント上
回っている。特に関心・意欲・態度に関しては算数の楽しさ
をより一層伝えることを主軸においていきたい。

○観点別結果がほぼ同等か下回っているのに対して、内容別
結果はよく出来ている。しかしながら、関心・意欲・態度に
関しては目標値や都平均と比べても下回っているので、より
一層算数の学習の楽しさを伝えていく必要がある。
○概数や面積の単元に関しては、授業内での復習や朝学習、
家庭学習を通して、指導していく必要がある。

○８つの項目で目標値を上回っているが、３つの項目で目標
値を下回っている。「物の体積と力」においては、８.２ポイ
ントと、特に目標値を上回っており、関心の高さが伺える。
○「電気のはたらき」、「物のあたたまり方」ともに、６ポ
イント近く下回っており、定着できていないことが分かる。

○唯一、観察・実験の技能が２ポイントほど下回って
いる。関心意欲の項目ではポイントが上回っているの
で、意欲と技能の定着にずれが生じていることが伺え
る。

○意欲は高いものの、観察・実験の技能が低いことが伺える。内
容別結果で、実験が重要となる単元でポイントを下回っているこ
とからも同じことが言える。しっかりと予想を立て、その予想を
もとに実験し、その結果から理解を深められるように指導を重ね
ていくことが必要である。また、理科支援員との連携も密にし、
児童の理解がより深まるように、実験や観察の準備をしていく。

国　　　　　語

社　　　　　会

算　　　　　　数

　理　　　　　科

平成２８年度　第５学年 「北区基礎・基本の定着度調査」（北区教育委員会）結果の内容別・観点別の分析
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○５観点全てにおいて、目標値を上回っている。特に
「読む能力」が１０ポイント上回り、全国平均よりも
６ポイント上回っている。

理　　　　　　科

算　　　　　　数

○１０項目中８項目が目標値を下回っている。特に基
礎的な問題の正答率は目標値に近い数字だが、活用の
問題に関しては６ポイントも目標値を下回った。
○図形、計算どちらも正答率が低い児童が多く、特に
「合同と立体」「百分率とグラフ」は、目標値と１０
ポイント近い開きがある。

○４観点全て目標値を下回っている。「算数への関心意欲態
度」は目標値から１０ポイント低くなっている。できない、
苦手、分からないということが、意欲の低さにつながってい
ると考える。授業の中で、分かるできる体験を増やし、算数
の意欲関心を底上げする必要がある。

○内容別、観点別どちらもほぼ目標値を下回る結果となっ
た。しかし、分数や少数の計算問題に関しては、目標値や平
均とほぼ同じレベルである。「面積と体積」「円周」「百分
率とグラフ」など式を立てて考える問題が目標値を大きく下
回っており、もう一度繰り返し復習する必要がある。

○全体的に、目標値を上回っており、特に物語ぶにゃ説明文
の読み取り、漢字を書くことに関しては、授業や宿題で取り
組んでいることが成果として表れている。
○書くことに関しては、観点別の結果を見ると目標値を上
回っているが、内容別に見ると作文だけが唯一目標値を下
回った。今後作文指導にも力を入れていく必要がある。

○授業の中で繰り返し取り組んだ資料やグラフの読み取りなど、
「思考・判断・表現」に関してはよく学習ができている。しかし、
「知識・理解」においては、不十分な面が見られる。覚える、理解
するというところにも重点を置き、繰り返し指導をしていく。ま
た、掲示物を工夫し、世界地図や日本地図などに覚えるポイントを
分かりやすく掲示し、日常生活から社会の学習に触れられるように
しておく。

社　　　　　　会

○全体的にほぼ目標値を上回っている。「漢字を書く」、
「漢字を読む」「物語文の内容を読み取る」「説明文の内容
を読み取る」は、目標値、区・全国平均を超えている。
○「作文」の項目が、唯一わずかではあるが、目標値、全校
平均値を下回ったが、区の平均は上回っている。

○４つの項目で目標値を上回っているが、５つの項目
で目標値を下回っている。特に「世界の中の国土」と
「工業生産と貿易」が目標値から少し離れている。世
界の国々や日本の位置などもう一度おさえ、その後日
本と貿易をしている国々を復習していく必要がある。

○４観点のうち３観点は、目標値を上回っている。
「知識・理解」の項目だけが、目標値を２ポイント下
回り、全国平均からも５ポイント下回っている。

国　　　　　語

平成２８年度　第６学年 「北区基礎・基本の定着度調査」（北区教育委員会）結果の内容別・観点別の分析

○９項目中７項目が目標値を下回っている。「植物の
発芽と成長」「流れる水のはたらき」「物のとけ方」
は、目標値より１０ポイント以上落ち込んでいる。

○４観点全て目標値を下回っている。特に「関心・意欲・態
度」「科学的な思考・表現」「実験の技能」が目標値より５
ポイント以上下回っている。実験方法の考えや結果から分か
る考察など、日常の授業から全員が考えることを重視し、実
験は全員が安全に手順を理解したうえで取り組ませるように
する。

○内容別、観点別どちらもほぼ目標値を下回る結果となっ
た。しかし、「生命・地球」の領域に関しては、ほぼ目標値
と同じ水準である。「物質・エネルギー」の領域が目標値か
ら１０ポイント以上の開きがあり、その分野を中心に復習を
重ねていく。今年度の授業の中で、５年生の内容にも触れな
がら、授業を展開していくようにしていく。
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指導方法の課題分析と具体的な授業改善案（様式３）　（国　　語）

２年

３年

４年

５年

６年

○漢字の読み書きについて、正しい筆順や字形を取ることや、文
の中で出てきた既習漢字を正しく読むことに課題のある児童が見
られる。
○書くことについては、苦手意識を持っている児童がある。何か
ら書き出せばよいのかが分からず手が止まってしまったり、出来
事だけを並べて完成としてしまったりする児童が見られる。

○「漢字を読むこと・書くこと」については、普段の文字指導の
際にポイントを丁寧に指導するとともに、学んだことを活用でき
るように読み書きに関するテストを適宜行うようにする。
○「文章を書く」ことについては、自らが決めた題材について、
文章の構成を意識して書くことができるよう、作文メモを用いた
指導を行う。

○漢字を書く時には丁寧になぞり書きをして、手本と同じ形にな
るように注意するようにする。また、手本の前で空書きをして、
正しい筆順やポイントを覚えるようにする。
○メモを基に作文を書く時には、詳しく書けるよう、その時の様
子や思ったことは何かなども含めて書くように指導する。また、
必要に応じて机間指導を行い、助言をするようにする。

１年

○読書には積極的に取り組んでいる。ひらがなは習得
しているが、特殊音節は、十分に理解できていない。
○したことを言葉で表現できても、文で表現すること
に課題がある児童もいる。
○教材文の理解には、宿題などで繰り返し音読する必
要がある。

○視写を多くさせ、よい文の書きかたを習得させる。
その中で、特殊音節なども身に付けさせる。
○スピーチを取り入れ、順序立てて話すことから、書
くことへつなげ指導していく。
○読書をする時間を確保し、語彙の充実や読む力を付
ける。

○授業の中で交流を大切にし、文章の内容と自分の経
験を結び付けて、自分のおもいや考えをまとめ発表し
あうことをしていく。
○日記などでしたことを順序立てて書く活動を多く取
り入れる。

○日常生活と関連させた言語活動の充実を意識し
て授業展開を考えている。読み取りの力や話し合
いの力がついているのはそういった取り組みが反
映されていると考える。しかし、継続的な作文指
導ができていない面があるので、その点を改善し
ていく。

○視写などの活動を継続的に取り入れ、書くこと
への抵抗をなくしていく。また、授業の中で、自
分の考えをまとめて書く学習を増やしていく。同
時に、文章の構成、段落などの内容を個別に指導
をしていく。また、習った漢字を使うことも繰り
返し話していく。

○他教科でも「あ・か・ば・ね」の流れでの学習
を展開し、定着をはかる。
○レポートや新聞、パンフレット作りなど他教科
でのまとめの時間を使って、多様な「書く」時間
を設定する。

○特に「読む」単元の指導を中心に、「あ・か・
ば・ね」の学習方法を定着させていく。「書く能
力」も個人差が大きいので、日常的に文章を書く
ことに慣れさせる。

○学習に臨む構えから指導することも多く、その
指導に時間をさくことが多く、個人差も大きいの
で個別指導での対応が難しい。一見意欲的な児童
も受け身の感が大きく、学習方法を身に付けさせ
る指導の必要を感じる。

○読書に意欲を持っている児童が多い。そこか
ら、効果的な文章のまとめ方や表現の工夫を学
び、活用する活動にも取り組ませたい。また、周
年行事での発表の機会を活かし、情報の取捨選択
して、まとめる力もつけさせたい。

○既習の漢字の読み書き、文の構成（主語・述
語）、ローマ字など「言葉の学習」に関すること
が弱い。授業で学習した時には理解しても、日常
で使うことが少ないと忘れてしまう傾向にある。

○漢字指導は、作文、毎週の日記など文を書く機会
を多くしながら同時に取り組んでいく。さらに、視
写タイム、ドリル学習の後の小テストなどで定着を
図る。文の構成やローマ字は、ドリルタイムや週末
の宿題等で、繰り返し学習をしていく。

○国語辞典を活用する機会を計画的に取り入れ、語
彙や言葉の力の伸長を図る。他教科で新聞づくりな
どを行うときにも、意味のわからない言葉を辞書で
調べる活動を取り入れる。
○ローマ字は、パソコンの調べ学習などの機会も活
用していく。

○文の構成を理解するの問題では、主語や述語を理解し
てはいるものの、修飾語について理解することが弱い。
文書を書くの問題では、段落を意識しながら文章を書く
ことが弱い。漢字の学習では、読みはできているが、漢
字の書きが弱かった。学年全体のデーターとしては、上
記の３点があげられるが、個人の差が見られる。

○修飾語があることにより、文章が詳しく理解できる
ことを物語や説明文を通して理解させていく。修飾語
を使った作文を心がけさせていったり、段落を意識さ
せたりした文章を考えさせていく。また、既習漢字を
日常の中でも頻繁に使わせ慣れさせていく。

○読書月間や読書タイム、図書の時間を活用し、活字に
慣れ親しませ、読書に親しませていくことにより、言語
能力を高めさせていく。
○国語科で培った言語能力を、作文やスピーチで発揮さ
せる場面を意図的に作り活用させていき、、学びを広げ
させていく。
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指導方法の課題分析と具体的な授業改善案　（社　会）

３年

４年

○警察、消防、水道、ごみなど、生活に身近なが
ら感じ取りにくい事象を扱うことが多くなった。
理解には、個々に課題がある。
○資料から読み取る学習を多く取り入れていて、
一定の成果は見られる。

○かかわりや体験を重視し、講師の話や家庭での
調べ学習を取り入れている。
○資料を活用しながら、新聞にまとめるなどの活
動をさせ、同時に自分の考えを知識として習得さ
せていく。

○都道府県や区の名称などの知識の定着を図るた
めに、朝のドリルタイムや週末の宿題などで復習
する時間をとっている。

○多くの児童は、その時々の単元学習については意欲
を持って取り組んでいる。しかし、社会科の学習の仕
方や知識の定着に課題があるため、当該学年の学習の
みを指導するのでなく、今までの学習やこれからの学
習を意識した指導を心掛ける必要がある。

○地図帳を多用する。特に５年生の内容では、日本各
地を学習するため、地名を地図帳で確実に確認する。
○学習の視点を明確にする。総合の学習のように、
オープンエンド的に進めるのではなく、何をどのよう
に調べるのかをはっきりさせ、調べ方を学習させる。

○都道府県名や地図記号のテストを行う。定期的に
行うことで、どこに何県があるのかを定着させる。
○総合の学習で自由に調べたり、社会科見学などで
実際に見たり触れたりしながら、机上の学習を実際
の生活の中で体験できるようにする。

○問題意識をもたせ、児童が主体的に調べ解決し
ていく授業を心がけているため、興味関心は高
まって生きている。しかし、社会的事象について
の知識に課題があり、学習内容を関連させて学ぶ
ことができる児童が少ない。

○工業生産と貿易の学習が定着していない児童が多
い。また、日本の都道府県や世界の国の名前や場所を
忘れてしまっている児童が多い。日常から、意識を高
められるよう、学年掲示板に世界地図を掲示したり、
歴史の授業で出てきた国の場所を確認したり、世界地
図を活用した授業や日常生活を心がける。

○知識の定着を図るために、ドリルタイムや定期
的に授業の開始３分使って、復習プリントに取り
組ませる。
○該当学年の学習内容だけでなく、今までの学習
とも関連付ながら考える力をつけさせる発問を心
掛ける。

６年

５年

○自分の生活圏にどのような店や施設があるかは
知っているが、地図上では一致せず、地図の読み
取りや理解に課題がある。身近な地域でも、行っ
たことが有る無しや乗り物など移動手段について
も経験や興味の差が大きい。

○図書館、スーパーなど身近な施設やお店を見学
するなど、体験学習を多く行う。社会科見学など
で道路など北区全体も捉える機会をもつ。方位磁
針を使って、日々方位を意識づける。

○地図や資料の読み取りに興味がもてるように、
ゲーム的なスキル学習にも取り組む。
○出かけた際に区の名称や交通機関など確かめる
など、体験と結びつけられるように保護者へも協
力を求める。
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指導方法の課題分析と具体的な授業改善案　（算　数）

４年

５年

２年

３年

６年

○「ひきざん」については、繰り下がりのある引き算につい
て、理解の定着が十分でない児童と、見直しが足りず間違え
てしまうケアレスミスの児童の２つのタイプがある。
○「とけい」については、●時５５分のような時に（●＋
１）時５５分と間違えてしまう児童が見られる。

○朝のドリルタイムや計算ドリル、宿題の計算プリントなどを用い
て繰り下がりのある引き算の計算に慣れるようにする。
○時計の読み方について、日常生活の中で「今の時刻は何時何分
か」訊くようにすることで、時計の読み方について関心をもたせ
る。また、実際に質問に答えることで、自らの読み方が正しいかど
うかを確認することができるようにする。

○素早く・正確に計算ができるようにフラッシュカードを用
いて計算の練習を行う。
○ブロックやおはじきなど具体物を用いたり、図に表したり
して数を一緒に数えるようにする。
○児童それぞれが持っている時計の模型を使い、時・分の読
み方が見えるようにした状態で、読み方を一緒に考える。

○計算など基礎な内容はおおむねできているが、
個人差も大きく定着には時間がかかる。授業の別
の時間に個別指導は欠かせない。
○活用は苦手意識をもっている児童も多く、自分
の考えをもとうとする意欲が低い。

○プリントなどで２年生の学習内容を、反復学習
を継続していく。また、図形の学習では、既習内
容を振り返り確認しがなら、体験活動を通して考
えさせていく。

〇国語の読み取りの力を活かし、文章から必要な
情報を読み取り、問題を解けるように指導する。
〇他教科でも体験活動を多く取り入れ、量の感覚
を日常の生活の中でとらえられるようにする。

○習熟度別の指導で、理解が未熟なところを補いな
がら進めている。
○計算の筆算を忘れてしまったり、三角定規や分度
器の使い方に正確さが足りなかったりということが
見られる。正確に処理する能力を付けさせる。

○前学年からの復習を行い、プリントや計算ドリ
ルで反復学習をしていく。
○互いに作業を確認するなどの時間を設定して、
しっかり力をつけて次に進んでいく。

○理解の進んでいるグループには、発展的な内容の課
題を準備して力を伸ばせるようにする。さらに、自分
の考えを人にわかりやすく伝える時間を設定してい
く。

○習熟度別の指導で、3クラスを４コースに分けて、一人
ひとりに目が行きわたるように進めている。
○基礎基本的な計算や単位を書き間違えるなどのケアレ
スミスが多い。
○授業においても、自分の考えや答えに自信が無い（間
違いを恐れる）児童が多いので、自信をつけさせる。

○基礎基本的な計算のプリントを授業の中で積極的に取
り入れる。特に算数を苦手とする児童がいるコースは毎
授業そのような取り組みを行いたい。
○自分が出した答えに自信が無い児童においては、問題
を間違えたら次は絶対に間違えないようにすればよいと
伝え、間違えることでのスキルアップの大切さを謳う。

○計算ドリル2回目を実施しているが、間違いが多い
単元においては個々に別途プリントを用意する。
○発展指導においては、自分の考えを人が納得できる
ように説明する能力をつけることを主軸に置き、さら
に自分で問題を作り、解説も作れる力を育成する。

○現在行っている習熟度別の指導を今後も続け、個々
の理解を伸ばすようにする。
○分からないところは解決しようという意識をもた
せ、それにすぐに対応できるよう、T・Tでの指導を充
実させる必要がある。

○プリント学習を取り入れ、定着するまで何度も繰り
返し行う時間を設定する。
○分数や図形の単元に課題のある児童が多いので、授
業の展開の中でも前年度まで学んだことを取り入れな
がら指導していく。

○放課後に以前の学習にもどって復習をする時間を設
定する。かけ算やわり算の筆算などから取り組ませ、
自信を持って学習に臨めるようにする。
○テストの結果を参考に、定着度が低い単元は、再度
復習する時間を設定する。

１年

○計算力は個人差が大きく、十の分解・合成も十分で
はない児童もいる。
○文章題では、読解力の力と比例して内容を十分に読
み取れない児童もいる。
○時計の読みは、何時半になると短針が読めなくなっ
てしまう児童がいる。

○計算は、家庭学習も含め反復練習をすることで力を
付ける。
○文章題では、国語の力を基本に大事な言葉に注目さ
せ、理解を深めていく。
○時計は、日常生活の中で意識していくことで慣れさ
せる。

○具体物を用いた活動を通して、数や図形についての
理解の基礎となる経験を重ねる。
○式と具体的な場面とを結び付けうｒ活動を行う。ま
た、式で表される場面を探して言葉や図を用いて説明
したり、問題作りをしたりすることで指導していく。
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指導方法の課題分析と具体的な授業改善案　（理　科）

６年

５年

３年

４年

○植物が気候や条件の違いで、上手く育たないこ
ともあった。いくつもの植物を並行して育て同じ
ところ違うところを観察したが、混同してしまう
こともあった。

○身近に昆虫などがおらず、飼育が難しいもの
は、写真やＤＶＤなどの資料を利用して、理解を
深める。
○植物や昆虫の世話をする時間を十分に確保し、
育てる楽しみを味わわせる。

○調べたり観察したことの発表会を開いたり、野
菜などは実際に食べたり、学習のまとめの方法を
工夫する。
○国語のレポートの学習を活かしてより詳しい調
べ学習に繋げる。

○実験などの体験活動を取り入れながら、児童の
興味関心を引き出す授業づくりや小学校で学ぶべ
き「理科のことば」を大切に扱っていき、理科の
基礎知識をしっかりと押さえていく必要がある。

○理科の基本的な知識の習得や、学習内容と自然
事象と関連付けて学習することに重点をおき、授
業を進めていく。
○理科支援との連携やインターネットや資料等の
活用も十分に図っていき、学びの楽しさも伝えて
いく。

○児童の興味関心をさらに高めていくために、理科支
援員との密な連携を図っていき児童の指導にあたる。
特に、教科書に載っている理科のひろば（応用）の活
用も大切に取り扱い、理科の学びを深めていく。応用
的な実験にも児童一人一人が携わることにより、学び
を深めさせ、理科に対する興味や関心がさらにもてる

○基礎的な力はついている。問題解決型学習をき
ちんと続けていく。
○昆虫など項目によって、忘れてしまっている項
目がある。復習が必要である。

○新しい学習に入る際に、既習事項の理解を確認
することを丁寧に行っていく。
○実験器具の使い方や理科用語をしっかりと身に
付けさせる。

○「みどりのひろば」やグリーンカーテンなどの
環境を利用し、実際に体験することで思考力・判
断力・表現力を伸長していく。
○理科用語などは、朝のドリルタイムなどで復習
をしていく。

○整った自然環境の中で観察の学習ができているため、動植
物や天気などについては、基本がおさえられている。
○実験を丁寧に行ってきたものの、実験の「楽しさ」だけが
残り、学びの定着が不十分であった。物質・エネルギー（電
気・物の体積等）については、復習が必要である。

○実験でより理解が深まるように、日常生活に照らし合わせ
ながら予想を立てさせ、丁寧に指導していく。
○３年生の内容からの系統性を意識して、どの単元でも導入
部分で既習事項の確認を丁寧に行っていく。
○話形などを用いながら考察の書き方を練習させ、記述式の
問題にも対応できる力を身に付けさせる。

○学校の豊かな自然環境を生かして、引き続き観
察の活動を充実させていく。
○理解が進んだ児童には発展的な内容の問題を用
意し、さらに自分の知識と考えを生かして学習で
きるような時間を設定していく。


