
　　東京都北区立赤羽小学校

平成３０年度

授業改善推進プラン 【小学校】

　　①平成３０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３０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 



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

○指導内容や方法、指導体制について絶えず
見直しと改善に努め、基礎・基本の確実な定
着、思考力や判断力、表現力の伸長、学習意
欲の高揚等確かな学力を育てていく。
○課題を自ら発見し、主体的に考え、解決し
ていこうとする態度や問題解決能力を育むと
ともに、よりよい考えや方法を見い出せる学
習集団としての資質向上を図る。
○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

　すべての学年で目標値を上回り、観点別でも区平均を上回っており基礎的な力は身に付いているといえる。「書くこと」は、他の観点と比べてもポイントが
高い。視写タイムなどの取り組みで力を付けている。基礎と活用を比べると「調べたことから伝えるべき事柄を的確に話す」などの活用観点において課題がみ
られる学年がある。文章には伝える相手や目的、意図があることをしっかりと捉えていく必要がある。

すべての学年で目標値を上回り、観点別でも区平均を上回るものが多いことから、基礎的な力はおおむね身についていると考えられる。その中で、３～５年生は「図
形」領域の平均が他と比べても低くなっている。「数量や図形についての技能」や複雑な計算問題に関しては、数値から分析すると苦手意識が高まっていくと考えられ
るので、具体物を用いたり、振り返り学習を多く用いたりして、習熟度別学習を生かしていく必要がある。

○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基盤とし、伝え合う活動を通して学びを生活に活かす子の育成を目指す。
○「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。

北　区　立　赤　羽　小　学　校

単元内容や見学等の学習スタイルによっては関心意欲が高いものもあるが、社会科全体としての興味関心はそれほど高くない。基礎知識を問う問題（都道府県
名、河川や海洋名、社会科用語など）での落ち込みが目立ち、各学年とも定着が遅れている。そのため、ただ覚えるだけではなく、関心意欲を引き出すような
反復練習を重ねることで定着を図る必要がある。また、汎用性のある概念的知識を獲得するための授業改善が必要であり、社会をより俯瞰して捉える視点がも
てるような工夫が求められている。
「科学的な思考・表現」「観察・技能の表現」「自然事象についての知識・理解」の観点においてすべての学年で目標値を上回った。「自然事象への関心・意欲・態
度」の観点は、４年生では目標値を上回ったが、５、６年生と学年が上がるにつれて値が下がる傾向が見られた。理科は覚えるだけのつまらない教科だと感じている児
童がいると考えられる。他の３つの観点をさらに伸ばしていくためにも、児童の興味・関心を引くような授業づくりを行い、理科は楽しい教科だと感じさせていく必要
がある。

本校の教育目標

平成３０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３０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

＊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、
調べ学習に活かす。
＊学校を公開する機会を充実させるととも
に、教育活動に直接的に参画していただく場
を設け、目指す子供像の共有化と協働を進め
る。

連携の工夫

○校内研究委員会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

＊新学習指導要領の観点で授業を行い、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。
＊北区基礎基本調査の問題を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、学力フォローアップ教
室等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、補充的な学習を行う。
＊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。

＊新学習指導要領に基づいた指導を柱とした校
内研究の充実・発展を図る。
＊伝え合う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。
＊校内研究、教育研究会、学校ファミリー研修
等研修の機会を重視するとともに、学年研修会
や若手育成の時間を確保し、OJTを充実させ
る。
＊全教職員対象の模擬授業等実践的な研修を通
して、教師の指導力向上を図る。
＊オリンピック、パラリンピック教育という視
点を年間計画に加え、２０２０年の東京五輪に
向けて、計画的に学習を深める。

＊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

内容別結果の分析 観点別結果の分析 内容・観点のクロス分析

内容別結果の分析 観点別結果の分析 内容・観点のクロス分析

内容別結果の分析 観点別結果の分析 内容・観点のクロス分析

内容別結果の分析 観点別結果の分析 内容・観点のクロス分析

平成３０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３０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

どの項目においても、目標値を上回る。６つの項目において、区の
平均を上回っている。唯一、「話を聞き取る」の項目だけが、区の
平均値を下回る結果となった。読み書きのテストは頻繁に行うが、
話す聞くの定着を図る取り組みを定期的に行ってこなかったことが
結果につながったと推測する。また「漢字を読む」の内容では、目
標値よりは上回るものの、区の平均と全国平均とあまり差がない。

どの項目においても、目標値を上回る。その中で「長
さ・かさ」「かたち」について目標値を１０ポイント
以上上回った。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と推測する。

すべての項目において区の平均を上回っている。「書く」に
おいては、平均より７．５ポイント高い数値を示した。「書
く」の指導に力を入れてきたことが、今回の結果につながっ
たと考える。４つの項目のおいて目標値を１０ポイント以上
上回った。唯一「言語についての知識・理解・技能」は７ポ
イントだが、目標値が９０と高いことかが原因と考える。

どの観点においても、目標値と区や全国の平均を上回ってい
る。特に「数量や図形についての技能」「数量や図形につい
ての知識・理解」の観点での正答率が高い。また「数学的考
え方」についての正答率が高いが、文章を読み取り、聞かれ
ていることに正しく答える力がついていることが結果に繋
がっていると考える。

話す聞くの小テストなど児童が意識して取り組めるも
のを定期的に行い、意識的に取り組ませる。説明文や
物語文を読ませるときに、漢字の読みをしっかりおさ
えさせていく。また「読み」のテストも定期的に行っ
ていく。「書く」指導を段階的に引き続き行ってい
く。

どの項目においても、平均を上回っている。「１２０まで
のかず」「たしざん」「とけい」内容では、基礎的な学力
は概ね身に付いているが平均値とあまり差がないので既習
内容の繰り返し学習が必要である。活用については引き続
き授業で身に付けた力を生活の場で生かし、伸ばす。

「さいきんのできごとをはっぴょうする」をのぞいて、目標
値を上回った。発表用の文章を書く問題は点数が極めて低
く、長い作文を書く問題の点数は目標値を上回る結果となっ
た。「かん字を読む」については、区平均を１ポイント弱下
回った。その他の項目は、目標値、平均よりも大きく上回っ
ている。

「三角形と四角形」をのぞいて、目標値を上回った。
「三角形と四角形」では、目標値や区・全国の平均よ
りも約７ポイントも下回っている。また、「長さ・か
さ」においては、区の平均を下回っている。

どの観点においても、目標値や区の平均、全国平均を上回っ
ている。しかし、「書く能力」では、上回ってはいるもの
の、他の観点に比べて、目標値や平均と点数の差が小さく、
正答率が高かったとは言えない。発表用の文章を書く問題と
作文を書く問題の点数の差が大きく開いたためと考えられ
る。

どの観点においても、目標値と区・全国の平均を上
回っている。しかし、区の平均と比べると差はほとん
どなく、北区全体的に点数が取れているということが
分かった。

指定された長さで自分の考えを作文していくということには抵抗はなさそうだ
が、事柄の順序に沿って文章を書いていく力が弱いことが分かる。「さいきん
のできごとをはっぴょうする」の問題に限って目標値を１０ポイント以上下
回っている結果からもそのことが伺える。構成をしっかり立てさせてから、文
章を書かせていく必要がある。ただ、この問題に関しては、区・全国ともに平
均が低いことから、目標値が高いということも言える。

「長さ・かさ」の内容に関しては、区平均を下回っている。
理解の定着を図るためにも、より具体的な体験活動をさせる
など、さらに指導を工夫していく。「三角形と四角形」の内
容については、図形についての知識・理解や作図の技能が乏
しい結果となった。具体物を用いて、一つ一つ丁寧に理解さ
せていく必要がある。



内容別結果の分析 観点別結果の分析 内容・観点のクロス分析

内容別結果の分析 観点別結果の分析 内容・観点のクロス分析

内容別結果の分析 観点別結果の分析 内容・観点のクロス分析

平成３０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

理　　　　　　科

国　　　　　語

算　　　　　　数

どの項目も目標値は上回っている。また、区平均を６項目に
おいて上回っている。「漢字を書く」は区平均を２ポイント
下回り、目標値より１ポイントのみ高い。漢字を書くことが
少し弱い項目になっている。漢字を読むことは区平均とほぼ
変わらない。「作文」は目標値より２０ポイント近く高く、
書くことは得意。

どの観点も目標値、区平均を上回っている。「国語への関
心・意欲・態度」は目標値より１２ポイント高く、「書く能
力」は目標値より１６ポイント高くなっている。基礎基本の
力はしっかりついていることが分かる。漢字に課題があるの
で、「言語についての知識・理解・技能」は目標値より３・
５ポイントだけ高いという値になっている。

内容別・観点別ともに目標値は上回っている。問題別にみる
と、漢字を書くこと・主語述語の関係・ローマ字のつづりな
ど言葉の学習に関しては目標値とあまり差がないので課題が
あることが分かる。繰り返し学習するし、定着を図る必要が
ある。

どの項目も目標値は上回っている。また、区平均を７項目に
おいて上回っている。「円と球・三角形」は、目標値を上
回っているものの、区平均より３ポイント以上低く、課題で
ある。「ぼうグラフと表」「かけ算」は、区平均より５ポイ
ント以上高く、得意な内容である。

どの観点も目標値、区平均を上回っている。また、すべての
観点において、目標値を５ポイント以上上回っているため、
基礎基本の力はしっかりついていることが分かる。特に「数
学的な考え方」「算数への関心・意欲・態度」は目標値より
大幅に高いが、「数量や図形についての技能」については区
平均との差が小さい。

内容、観点ともに目標値は十分達成しているが、「円と球・
三角形」の内容は区平均と比較すると、課題である。この内
容は、区平均との差が小さい「数量や図形についての技能」
の観点に大きく関係すると考えられる。「算数への関心・意
欲・態度」が高いことを生かしながら、作図などの技能を高
めていく必要がある。

どの項目も目標値は上回っている。また、区平均を８項目に
おいて上回っている。「身近な自然の観察」「風やゴムのは
たらき」は、目標値を上回っているものの、区平均より１ポ
イント前後低い。しかし、「植物の育ち方」「こん虫の育ち
方」をはじめ、７項目において、区平均より１０ポイント以
上高いため、全体的に理科は得意である。

どの観点も目標値、区平均を上回っている。また、すべての
観点において、目標値を１０ポイント以上上回っているた
め、基礎基本の力はしっかりついていることが分かる。「観
察・実験の技能」は目標値は上回っているが、区平均を０．
３ポイントという僅かな数字ではあるが下回る。

内容、観点ともに目標値は十分達成しているが、「身近な自
然の観察」の内容は区平均と比較すると、課題である。この
内容は、区平均を僅かに下回る「観察・実験の技能」の観点
に大きく関係すると考えられる。観察・実験の技能を確実に
おさえながら、体験を伴う学習をしていく必要がある。



内容別結果の分析 観点別結果の分析 内容・観点のクロス分析
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平成３０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

国　　　　　語

社　　　　　会

算　　　　　　数

　理　　　　　科

どの項目も目標値は上回っている。また、区平均を６項目において
上回っている。「物語の内容を読み取る」は区の平均とほぼ変わり
ないが、「言葉の学習」では区の平均より１ポイント低い。修飾語
についてや、漢字辞典の使い方についての問題でつまづきが見られ
る。また、他が１０ポイント近く上回っている中で「漢字を書く」
は目標値との差があまりない。

どの観点も、目標値と区平均を上回っている。すべての観点
において目標値からは５ポイント以上上回っているが、他と
比べると「言語についての知識・理解・技能」については、
区平均との差が小さく、正答率が高いとはいえない。

内容と観点、両方において目標値より上回っている。しか
し、内容では「言葉の学習」が、観点別では「言語について
の知識・理解・技能」が、十分に定着しているとはいえない
という結果が見られた。学習の中で、いろいろな表現を使っ
て文章を書くことや、わからない漢字を辞典を使って自分で
調べるなどの活動をしていく必要がある。

どの項目も目標値、区の平均正答率、全国の平均正答率を上
回っている。特に、「地域の発展に尽くした人々」では、全
国平均正答率を１０ポイント近く上回っており、荒川沿いに
ある学校として青山士を取り上げたことで実感の伴う学習が
行われたことが伺える。領域別の「環境学習」に関しては、
上回ったポイントが１ポイントほどしかない。

どの観点も、区の平均値を上回っている。全体的に学習への
参加、思考、技能、知識が身についている。しかし、「社会
的事象への関心・意欲・態度」においては、ほとんど変わっ
ておらず、さらに意欲的に学習に取り組む手立てが求められ
ている。

内容と観点と両方において、目標値、区の平均値を上回って
いる。しかし、「くらしをささえる水」や「県の様子」など
の内容ではほぼ同列の結果となっており、単元によってバラ
つきが見られた。「地図の見方」においても平均は上回って
いる結果だが、細かく見ていくと理解度に差があることが
はっきりする。考える土台となる知識を定着していく手立て
が必要である。

ほとんどの項目で、目標値、区の平均正答率を上回ってい
る。しかし、「角の大きさ」「面積」においては目標値を下
回り、特に「面積」では区全体の平均正答率自体も低く、苦
手と考えている児童が多いといえる。また、「計算の復習」
では区の平均正答率を２ポイントほど下回った結果となっ
た。

４項目とも目標値、区の平均値を上回っている。全体的な力
としては定着してきていることが分かる。しかし、どの観点
も突出したものはなく、ほぼ同列のポイントを示し、差がほ
とんどない。

全体的な底上げが必要である。特に、領域別での「図形」の
苦手意識は、「角の大きさ」「面積」の結果に反映されてい
る。定着しているとはいえない結果が見られた。個別で見る
ならば、未定着の児童が多いことが分かる。習熟度別指導を
充実させ、苦手意識のある児童に対してゆっくりと丁寧な指
導が求められている。

「物の体積と力」と「自然の中の水」は、目標値と区の平均の両
方より下回った。「自然の中の水」については、区の平均も目標
値より低かったことから、北区全体で苦手な内容といえる。ま
た、「月と星」と「物のあたたまり方」は、区の平均より下回っ
た。その他の項目も同じか少し上回る程度であまり差がない。他
が７０～８０％の正答率なのに対し、「動物のからだのつくりと
運動」の正答率は９０％を超えた。

「自然事象への関心・意欲・態度」は、区の平均とは変わり
ないが、目標値より低い値となった。また、「観察・実験の
技能」については、目標値を上回っているが、区の平均より
は低かった。目標値や区の平均を上回っている観点も、その
差は小さい。

どの項目と観点も、目標値や区の平均の値とあまり差がな
く、それぞれより下回っているものも多かった。全体的に、
学習した内容の定着に課題があるといえる。興味を引き出す
学習問題の提示、また「観察・実験の技能」を高めるための
活動を取り入れていく必要がある。



内容別結果の分析 観点別結果の分析 内容・観点のクロス分析
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１０項目中、５項目が区の平均、目標値を上回っており、その他の
５項目も、ほぼ区の平均や目標値と同じくらいの値であった。「植
物の発芽と成長」のみが、区の平均と目標値の両方を下回ってい
た。反対に、「植物の花のつくりと実」「天気の変化」は、目標
値、区の平均より５点以上高く、「ふりこのきまり」に関しては、
１０点以上高い値であった。

「自然事象への関心意欲態度」が、区の平均は上回っている
ものの、目標値をわずかに下回った。その他の３観点におい
ては、区の平均、目標値を全て上回った。特に「科学的な思
考・表現」「観察・実験の技能」は、区の平均を５点以上上
回っている。

ただ実験をするだけではなく、問題に対する実験方法や結果
からの考察を十分に考える時間をとっていることで、それぞ
れの校内平均値が伸びてきている。こんごも、「科学的な思
考・表現」を育むような授業を展開し、その中で、実験の技
能や知識を定着していけるようにしていきたい。

国　　　　　語

平成３０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

どの観点も、目標値と区平均を上回っている。「国語への関
心・意欲・態度」も比較的か高く、目標値を6.3ポイントも
上回っている。「読む能力」「言語についての知識・理解・
技能」についても、区の平均とは差が少ないが、目標値を８
ポイント以上も上回っている。「話す・聞く能力」について
は、区平均との差が小さく、正答率が高いとはいえない。

理　　　　　　科

算　　　　　　数

１０項目中、５項目が区の平均、目標値を上回っており、そ
の他の５項目も、ほぼ区の平均や目標値と同じくらいの値で
あった。「整数の仲間分け」「百分率とグラフ」が、わずか
ではあるが、区の平均と目標値の両方を下回っていた。反対
に「分数の計算」「面積と体積」「図形の角・円周」は、区
の平均と目標値を５点以上上回っている。

「数学的な考え方」「数量や図形についての技能」「数量や
図形に対しての知識」は、区の平均と目標値を上回ってい
る、もしくは同じである。「算数への関心・意欲・態度」
が、区の平均値を上回っているものの目標値を１．７点下
回っており、昨年度から引き続き、関心意欲態度に課題があ
る。

自分の考えを書かせたり、学び合いの時間を毎時間取り入
れ、算数用語を使って説明させることを重視し知識の幅を広
げていく。また、まちがった問題は、理解するまで学ばせて
いく。教科書の内容は、大切に扱っていき、中学校への学び
につなげていく。

内容と観点、両方において目標値より上回っている。しかし、内容
では説明文が、観点別では話す・聞く能力が、十分に定着している
とはいえないという結果が見られた。学習の中で、話す場合や聞く
場合、どちらの場合でも、構成を考えながら話したり、聞いたりす
る学習を取り入れることで、説明文の学習との関連付けを意図的に
行うことができると考える。

○関心意欲、思考判断、資料活用、知識理解の４項目すべてにおい
て区の平均・目標値を上回っている。しかし、前年度の校内平均と
比べると、まだ課題が見られるので、今後も児童の関心意欲を引き
出しつつ、思考する社会科の授業を提供していきたい。
○教科の正答率は、基礎・活用ともに全国平均率を上回っている。
引き続き知識理解とともに、その意味を考えさせていくことが重要
であると考える。

社　　　　　　会

8項目中、7項目が区の平均、目標値を上回っており、その他
の1項目は、「学校の案内図を作る」という説明文の出題
が、、区の平均と比較すると2.4ポイント、目標値と比較す
ると４ポイント下回っていた。反対に作文は、区の平均を
8.5ポイント、目標値を１２ポイント点以上上回っている。

１０項目中、6項目が区の平均、目標値を上回っており、その他の4
項目も、ほぼ区の平均や目標値と同じくらいの値であった。「工業
生産と貿易」のみが、区の平均と目標値の両方を下回っていた。反
対に、「日本の食料生産」「自動車を作る工業」「わたしたちの生
活と情報」「」わたしたちの生活と環境は、目標値、区の平均より
１０点近く高い値であった。

どの観点も、目標値と区平均を３～５ポイント上回っている。特に
「社会的な思考・判断・表現」の値が目標値を５ポイント上回り最
も高い。「社会的事象への関心・意欲・態度」については、目標値
と比べると４・８ポイント上回っているものの、区の平均と比べる
と比べるとあまり差がない。また、前年度の校内平均点と比べると
どの項目も低い値数値となっている。



北区立赤羽小学校
学年 指導方法の課題分析 具体的な授業改善案 補充・発展指導計画

国語辞典の扱い方、ローマ字、俳句など、知識として
覚えておかなければならず、また、今後にもとても生
かされていく内容を３年生で学習する。くりかえし行
うことが、慣れ親しみにつながるので、日頃から定期
的に児童にプリントなどを通して学習させていく。

基礎・基本調査の結果から、「書くこと」についての課題が見ら
れた。内容を見ていくと、常体で書くか、敬体で書くかというこ
とや、過去や未来など、時間による文章の書きまわしについての
理解が低い。普段の授業でも文章を書かせる際は、書き方につい
てより慎重に一人一人を見ていくべきだと考える。また、相手意
識をさらにもたせて、文章を書く指導をしていく。

話形の掲示や、間違えやすい漢字についての掲示、日
記の宿題など、児童が普段から意識して学習できるよ
うな工夫を施してはいるものの、児童の中では、理解
や取り組み方に個人差が見られている。個に応じて細
かく指導をすべきところがやり切れていないというの
が課題として挙げられる。

〇話の構成に着目することに対してハードルが高い児童に対して
は、話す時、聞く時の手立てとして、順序や話系のカード等を作
成し、練習させる。それが抵抗なくできる児童に対しては、相手
を説得するための手立てとして、様々な具体例を場合に応じて選
択し、取り入れて話せるよう指導していく。
〇問われたことに対する答え方の表現を学習させていく。

〇新出漢字として学習しているときは、読み書きがで
きているが積み重ねができず定着していない。
○辞典の使い方、ローマ字のつづりなどの言葉の学習
が十分に身に付いていない。ローマ字の学習は総合な
どの中でもパソコンを活用することで定着を図る。

○漢字指導は、短文作り、作文など文を書く中で習っ
た漢字を意識させ、視写タイム、小テストなどで定着
を図る。文の構成やローマ字は朝ドリルタイムなどを
活用し、繰り返し学習をしていくことが必要。

〇国語辞典・漢字辞典を活用し、語彙や言葉の力の伸
長を図る。他教科でも新聞作りなどのときは、漢字の
使い方や熟語などを調べることで、漢字の形だけでな
く意味を考えて使えるようにする。個人差も大きいの
で、個別指導の充実を図る。

○高学年向けの図書を手に取る機会が少ない。
○新出漢字は、練習している時には書けるが、文章を書く中で
使っていこうとする意欲に欠ける。また、わからない漢字を辞典
を使って自分で調べるという習慣をつけさせていない。
○文章を書くことに苦手意識をもっている児童が少なくない。ま
た、より詳しくより表現を工夫して書くための指導が十分ではな
い。

○普段から新出漢字だけでなく、習った漢字も意識して書くように
指導していく。また、わからない漢字や言葉は自分で調べさせるよ
うにする。ミニテストで継続的に復習を行う。
○主語、述語、修飾語といった文章の構成について、その役割を理
解できるような復習問題をドリルタイムに取り入れる。
○行事ごとに作文を書いていく活動を取り入れ、書くことに慣れさ
せる。

○児童が興味をもてそうな図書を担任からも紹介していく。
○教室内に国語辞典や漢字辞典を多く置いておき、わからな
い時にはすぐに手にとれるようにしておく。
○作文指導の際には、テーマに合わせて使える表現をワーク
シート等で用意し、文章に取り入れられるようにする。ま
た、語彙を増やせるようにする。

１年

○音読には、意欲的に取り組んでいる。
○読書には、積極的に取り組んでいる。
○ひらがなは、全て習得しているが、特殊音節は個人的
な課題が見られる。書字に慣れていない児童もいる。
○初見の文の内容を読み取ることに課題のある児童が見
られる。

○日本語のもつ響きやリズムに慣れ親しませていく。
○図書の時間を有効的に活用する。
○教科書を基本としながら、言葉遊びや手拍子を使っ
て音韻指導を行う。
○ひらがな・漢字・カタカナの習得は、家庭学習でも
反復練習をする。視写を随時取り入れていく。

○音読カードを活用し、これからも音読を続けていく。
言葉のもつ意味を大切にさせていく。
○図書司書との連携や読書ファイターズを活用し、読書
の楽しさを体験させ、質・量を増やしていく。
○視写を取り入れたり、ドリルを活用したりし、文字に
慣れ親しませていく。字形や間違いに注意させていく。

〇積極的に挙手・発言をする習慣を定着させてはきているが、全員がス
ピーチを行う学習等を、なかなか設定することができていない。また、
挙手・発言をする際も、意欲の指導になり、相手に伝わりやすいように
話の構成を考えて話すことを指導するまでに至っていない。
〇説明文では、内容の理解をし、それに対して自分の考えたことを伝え
るできるが、問われたことに対して的確に答えるための指導が十分では
ない。

〇人前で話すことを苦手とする児童が多い学年であるため、授業中を含め挙
手・発言やスピーチを多く経験させ、苦手意識を軽減していく。そして、話の
構成を考えながら話せるよう、頭括型、尾括型、双括型等を意識して話したり
聞いたりする学習を取り入れていく。
〇説明文は、これまで同様、内容の正確な読み取り、それに対しての自分の考
えを伝えることを引き続き丁寧に指導していく。その中で、教師の意図的な発
問に、的確に答える学習を取り入れていく。

○関心意欲は低くはないので、楽しいと感じている児童と苦
手意識をもっている児童との差がある考える。話を聞く力に
課題があり、授業以外の場面でも、適切な言葉で伝えたり、
相手の思いを読み取ったり言語活動の中で相手を意識するこ
とが難しい児童が見られる。問題の意図が理解できていない
児童が少なからずいることが原因として挙げられる。

○「話を聞き取る」については、相手が話している意
図を考え理解しながら聞くことを、教材を用いたりそ
の他の場面を設定したりして指導していく。
また、語彙の拡充をめざし、様々な言葉に触れる機会
を作っていく。

○話を聞くときに、何について話しているかを考える
ようにする。内容に関する質問をしたり、自分の言葉
で説明したりお互いの質疑応答の場面を授業の中で意
識的に取り入れる。
○朝の会などでのスピーチをし、順序立てて話す機会
を設けていく。

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
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６年

５年

自分たちの学校の周りから北区全体へと調べる範
囲を広げていく。毎回のめあてに沿って資料から
読み取る学習を取り入れているが、理解の定着や
思考の部分には個人差がある。

写真資料や文章など、限られた教材の中でしか指
導ができていないため、実際に見たり、聞いたり
することのできる体験を増やし、さらなる理解の
定着を図る。

地図の見方、地図記号といった知識としておさえ
ておく事項が多いため、朝学習の時間や宿題でく
りかえし復習する機会を増やす。

○社会科を覚える、暗記するというイメージをもって
いる児童がいたり、何を教えればいいのか分かりにく
い単元もあり、単元差・個人差が生まれている。
○単元内容に興味関心の差があり、学習の理解度・定
着度に反映されている。

○基本的知識をベースにした学習であることを理解
し、学習のスタイルや形式を知ることで、安心して各
単元に取り組むことができる。
○意欲を引き出す「なぜ」「どうして」を単元のはじ
めに多くもたせる工夫をし、児童の継続した関心に繋
げていく。

○都道府県名や区の名称・位置などの知識の定着を図
るため、プリント等を活用する。また、随時地図帳を
手元に置き、工業・農業等で登場する地域の場所をイ
メージさせ、定着を図る。
○体験的学習や主体的学習を取り入れ、意欲的に取り
組めるようにする。

調べ学習を中心に主体的に学習に取り組めるようにし
ている。「日本の食料生産」など興味をもち学習でき
た単元は、昨年度の平均や今年度の目標値からみても
大幅に向上している。一方「工業生産と貿易」の数値
が低く、単元内容による興味関心の差が、そのまま知
識理解に表れていることが傾向として読み取れる。

学習の視点を明確にし、調べ学習の効率を上げる。何
をどのように調べるのかをはっきりさせ、調べる意
味、学ぶ目的を明確にした学習の流れを定着させ、児
童が興味関心や、見通しをもって学習に取り組めるよ
うにする。

○「工業生産と貿易」の正答率が区も校内も50％程と低
い。工業地帯・地域の名称など、覚えておく必要のあるもの
は、朝学習や週末の宿題で何度も反復し、定着させる。
○社会科見学等、実際に体験・経験できる場をなるべく多く
設定し、実際問題として捉えられるようにする。

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、生活に身近な題材を
扱う。実際に調べてみながら理解を深めているが、定
着には個人差がある。
○資料から読み取る学習を多く取り入れることで、一
定の成果は見られている。

○水道キャラバン、清掃工場見学、伝統工芸の体験な
ど実際に見、触れることで学習効果を高めていく。
○ワークシート等を活用して問題を解く活動を多く取
り入れることで、資料を読み取り、そこから考える力
をつける。

○都道府県名や区の名称・位置などの知識の定着を図
るため、朝のドリルタイムや週末の宿題で復習をす
る。また、都道府県名は国語の漢字の学習とも合わせ
て習熟させていく。.



北区立赤羽小学校
学年 指導方法の課題分析 具体的な授業改善案 補充・発展指導計画

１年

○意欲的に学習に取り組んでいる児童が多く、知的好奇心が
高い。挙手する児童も多く、誉めながら、児童のやる気を大
切に育ていく。
○時計の読み方や繰り上がりのたし算、繰り下がりのひき算
を理解するまでに時間がかかってしまう児童がおり、個に応
じた指導を手掛けていかなければならない。

○絵や図を用いて、可視化することにより、児童の思
考を深める。また、ＩＣＴやデジタル教材を活用し、
学習を深めていく。
○算数セットを活用し、具体物な操作や体験活動に重
きを学習の内容を深めていく。考えさせる授業を大事
にする。

○学習したことを定着させるために、計算ドリルやプリントを活用
し、たしかな学力を身につけさせていく。
○導入期である１年生の時期に、宿題の習慣化を図り、反復した学
びを大切にしていく。
○数字の書き方やノートの取り方等の学習の基本となるところを、
繰り返し丁寧に指導し、学習の基本が身につくようにする。

「百分率とグラフ」が、区も校内も正答率が５０％以
下となっている。一番つまずく児童が多い単元ではあ
るので、繰り返し個別指導を行う必要があり、その中
で少数の計算も復習していくようにしていく。

昨年度から「算数への関心・意欲・態度」に課題のある学年であ
る。レディネステストを行い、習熟度別に目標と見通しをもった授
業を展開し、苦手な児童には繰り返し基本的な問題を理解できるま
で取り組ませてきた。また、友達との学び合う授業を行い、仲間同
士で課題を解決する時間も多くとってきた。昨年度よりも、４観点
全てに伸びが見られることから、さらにこのような授業を継続し、
中学に向けてさらに意欲が伸ばすためにも算数の「できる「分か
る」を体感できるようにしていく。

習熟を図るために「東京都ベーシックドリル」や「計
算ドリル」の有効的な活用を図り、児童の確かな学び
を深めさせていく。また、まちがった問題は、理解す
るまで学ばせていく。教科書の内容は、大切に扱って
いき、中学校への学びにつなげていく。

図形の内容、技能の観点に課題がある。計算問題を重点的に
指導してきた分、図形についての理解や定規やコンパスを使
用する技能の指導が不十分であったと考えられる。
特に円の内容では、円の基本的な理解が乏しかったため、円
の性質を利用した問題につまづいた可能性がある。

まずは図形の性質の基本的な理解ができるように授業
を改善していく。円（半径、中心、直径）や三角形
（直角三角形、二等辺三角形、正三角形）などの性質
を、繰り返し指導し、確実に定着させる。その上で、
発展的、応用的な問題に取り組ませていく。
また、コンパスや定規などの指導も丁寧に行う。

補充指導として、基本的な知識が定着するように、繰
り返し繰り返しの指導をしていく。その際、デジタル
教材や教具を有効に使用しながら、より確実な定着を
させていく。
コンパスや定規を使用する際には、正しい使い方だけ
でなく、丁寧に問題に取り組むように指導していく。

○図形の内容、技能に課題がある。計算スキルを充実させて
いくと同時に、空間的理解が進むよう、具体物を多用した学
習指導が必要と考える。
○四則の混じった式や工夫した計算式など、苦手意識があっ
たり、理解していない児童がいることが分かる。順序を意識
させる指導に時間をかける必要があると考える。

○図形の空間的理解のために、具体物を用意し図形の
イメージをもたせたり、大きさのイメージをもたせる
ための具体物を用意したりする。丁寧な指導が必要で
ある。
○習熟度別にしっかりとした目標を設定し、児童の実
態にあった授業計画を立て、基礎基本の定着に努め

○習熟を図るための「東京都ベーシックドリル」を活
用し、苦手領域の克服を行う。
○答えを出すことを目的とせず、答えに至る過程を大
切にする指導を行い、さまざまな応用問題にも対応で
きるよううに指導していく。

２年

３年

６年

○「たしざん」「ひきざん」については、繰り上が
り、繰り下がりのある計算について、正答率が他の内
容より低い。理解の定着が不十分であることと、見直
しをしていないケアレスミスが原因と考える。

○朝のドリルタイムや計算ドリル等の宿題、計算プリ
ントなどを用いて繰り上がりのある足し算の計算に慣
れることができるようにする。
○「とけい」や「ながさ」では、時間や長さの感覚を
掴めるように、日常生活の中で気付かせ、自分で意識
できるよう指導していく。

○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。
○自分の考えを述べるだけでなく、友達の考えについ
ても理解し、それを「○○さんの考えは、～～という
ものです。」と論理的に思考し説明する場面を単元の
中に作って、取り組んでいく。

図形や数量関係についての問題での力が弱いことが分
かった。計算問題等に比重を置くあまり、図形につい
ての理解が弱かったと考える。また、教材・教具が充
実している分、それらを十分に使いこなしきれていな
いのも、児童の理解が乏しかった原因と考える。

図形に関しても、繰り返しが必要であるので、解く問
題数を増やしていく。数量関係や図形に関わる事柄を
児童に投げかけ、日常生活に置き換えながら理解を深
めさせていく。また、また、教員間で、教材研究の場
をさらに設け、共通理解をさらに深めていく。

はやく問題を解くことは大事だが、思考を働か
せ、論理的に考えていくことも重要だと考える。
こうすれば答えが出るというような感覚で問題を
解くのではなく、考えて解くという問題を行わせ
ていく。

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



北区立赤羽小学校
学年 指導方法の課題分析 具体的な授業改善案 補充・発展指導計画

昨年度から、問題に対する実験方法を考えさせ、主体的に実
験に取り組む学習を多く取り入れてきた。昨年度は、「科学
的な思考・表現」の値が低かったが、そこも改善されている
ことから、継続してきたことが確実に力になってきている。
今後も、結果から何が分かるのか、考察を十分に考え話し合
う時間をとっていく。

本時のめあてをしっかりと確認し、実験方法を考
え話し合い、条件を自分たちで整えて、実験を行
えるようにする。また、実験後の分析を行う時間
を確実に取り、考察を考え、グループで話し合う
時間を保障する。

区の平均と目標値を下回った「植物の発芽と成
長」、区の平均は上回っているものの目標値を下
回った「魚のたんじょう」に重点をおき、プリン
ト等でもう一度復習し、内容をおさえる。

技能の観点については、児童一人一人が実際に実験・
観察ができるように指導をしていくことが課題であ
る。また、実験・観察における注意点などを、その場
限りでなく、汎用的に利用できるように指導していく
必要がある。

可能な限り、少ない人数で実験を行ったり、実験道具
の数などを工夫することで、一人一人が実験・観察が
できるように授業を改善していく。また、実験・観察
方法を指示されたとおりに行うだけでなく、なぜその
ような方法なのかを考えさせる授業を行い、汎用的な
技能を身に付けさせていく。

補充指導として、同じ実験・観察を何度も行うことは
難しいが、定期的に実験方法も含めた復習を行ってい
く。発展指導としては、意欲、知識・理解、思考・表
現の観点が、非常に高い数値となっているため、より
思考・表現に重点を置き、様々な問題に取り組ませ
る。

グループで実験を行うと、内容や時間の関係で全員が
実際に操作できないこともある。場合によっては、担
任が実験を行うのを見る活動になることもある。ま
た、学習した時には覚えていた内容も、新しい学習を
していく中で忘れ、定着につながらない児童も少なく
ない。

ペアやグループなど、なるべく少人数で実験や観察が
行えるように、実験道具をそろえたり観察対象の物を
用意したりすることで、全員が体験しながら技能を身
に付けられるようにする。事前に理科支援員と十分な
打ち合わせの時間をもち、実験や観察のポイントを
しっかりとおさえられるようにする。

興味のもてる学習問題の提示、実験に際しては、
実験方法、予想、結果、考察といった内容をわか
りやすくノートにまとめさせて自分で見直しがで
きるようにする。また、ドリルタイムを活用して
内容の復習に取り組むようにする。

生物の成長具合や天候によって授業進度が左右さ
れること、また、植物と昆虫を並行して学習して
いかなければならないことから、様々な内容を同
時に覚えていくため、基本的な知識が定着しにく
い。

ポートフォリオなどの形式を用いて、継続的に飼
育観察していることが目に見える形で記録してい
く。一人一鉢や一匹など、可能な限り自分の力で
最後まで責任と愛情をもって飼育栽培できるよう
にする。

単元ごとの理科の言葉においては、プリント等でくりか
えし復習することが可能なので、朝のドリルタイムなど
で積極的に行わせていく。また、昆虫や植物を学級で飼
育栽培していきながら、その様子を実際に動画で撮って
おくなど、視覚的に児童に理解を深めさせていくような
工夫を施す。

６年

５年

３年

４年

指導方法の課題分析と具体的な授業改善案　（理　科）


