
〔様式３〕
東京都北区第四岩淵小学校

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

・学校行事や国語科の授業、他教科等において、自分の思
いや考えを書く活動をこまめに取り入れていく。朝学習や放
課後学習等も活用していく。
・こまめに小テストを取り入れていくことで、学習した漢字を
すぐに覚えていけるようにする。

・四文字熟語、慣用句、同音異義語などにも積極的に取り
組み。児童の意欲を高めていく。
・200文字程度の意見文感想文を、宿題や自由学習で取り
組ませていく。
・朝学習や放課後学習等にこまめに漢字の練習に取り組む
時間を確保していく。

・漢字の定着率が低い。
・考えたことを文章で表現することが大きな課題であ
る。
・物語の読み取りを課題とする児童が多い。

・漢字や言葉については丁寧に指導し、反復練習をさせる。
・話し方名人や聞き方名人を提示し、声かけを繰り返し行
う。
・友達の書いた文章を聞いたり読んだりする時間を設定す
る。
・身近な出来事を文章にする時間を設定する。

・友達の書いた文章や、読書教材等を読む活動を多く
取り入れる。
・「はなしかた名人・ききかた名人」などを掲示し、話し
方や聞き方を意識させる。

・漢字などの学習は、繰り返し行い、定着を図る。
・朝読書や図書の時間はもちろん、ちょっとした時間や
家庭学習でも、読書を取り入れていく。
・スピ－チ活動を取り入れ、話したり、聞いたりする活
動に楽しく取り組ませると共に、話し方・聞き方を身に
つけさせる。

・国語への興味関心、書く能力、読む能力が区の平均
よりも高くなっている。一方で、言語についての知識、
理解、技能が区の平均よりも５、８ポイント下がってい
た。漢字の習熟が課題となる。

・授業の導入で、言語についてのミニテストを行って、
身に付けさせていく。
・漢字の練習を各家庭においても行うように呼びかけ
る。
・興味・関心が高まる漢字の指導を行っていく。

・漢字の学習は、繰り返し行い定着を図る。
・スピーチ原稿の書き方や文の組み立ての仕方を復
習し、朝のスピーチに生かしていけるようにする。

４年

・漢字の成り立ちを含めて、前学年の漢字の定着率が低
い。国語科に限らず、他教科でも漢字を積極的に使えるよ
うにしたい。
・適切な情報を選択たり、２段落構成で文章を書いたりする
ことが課題となる。必要な情報を選択する力、書く力を伸ば
したい。

指導方法の課題分析と具体的な授業改善案　（国　　語）

２年

３年

・漢字小テストを定期的に行い、繰り返し復習させ定着を図
る。
・表現する力の育成については、特に教科横断的に取り組
ませ、国語のみにとどまらず学習全体で身につけさせてい
く。
・スピーチ原稿の書き方や構成を学習した後、っスピーチを

１年

・漢字の宿題を丁寧に見て、直させる。
・同じ漢字テストを何度か行い、定着を図る。
・朝の会にスピーチの時間を設け、友達の話を聞く習
慣を付ける。

・基本的な文型に沿った文章は書くことは概ねできている。
・話型にそって自分の考えを話すことは概ねできているが、
聞くときに集中しきれない場面がある。

・ひらがなの50音表を掲示して正しい筆順を意識させる。
・学校生活に文章を書くための題材を仕掛け、生き生きした
文章が書けるようにする。
・「はなしかた名人」「ききかた名人」など、めあてを掲示し、
良い見本を意識させる。

・朝学習の時間にＭＩＭ－ＰＭの補助プリントを活用し、単語として
文字を認識できるようにする。
・つまずきの見られる児童には、パワ－アップ講師と協力しなが
ら、個別に指導にあたる。
・スピーチ活動を取り入れて、話をしたり聞いたりすることに興味を
もたせる。また家庭と協力し音読や読書の習慣を身に付けさせ
る。

・漢字など「言語についての知識・理解」はおおむね身
についているが、「読む能力」の向上が必要。
・話すことは、好きな児童が多いが、聞いている時に、
集中力を欠いている場面がある。

５年

６年

・漢字や言葉については丁寧に指導し、学校や家庭学習で
反復練習をさせる。また、他教科でも漢字を使う機会を多く
設け、自分で使うことができる漢字や語彙を増やす。
・授業の中で自分の考えを書く時間を設定し、表現する練
習を積み重ねていく。
・注目させる場面、話す場面などメリハリのある指導を行

・漢字を読む力はある程度あるが、文章で漢字を使わな
かったり他教科で活用したりしようという意欲が低い。
・語彙を増やすことも課題となる。
・「読む能力」については得意な児童が多いが、自分の考え
を言葉や文章で表現する「書く能力」を高めたい。



〔様式３〕
東京都北区第四岩淵小学校

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

・教科書や資料集のグラフや表の意味や読み取り方を、実
物投影機やＩＣＴを活用して、習熟させていく。
・毎時間学習した知識を確実に習得させていく。

・資料集、新聞、インターネット等を活用して、児童の興味・
関心を高めていく。
・児童が興味関心を持ったことを意欲的に調べていける環
境を整える。(調べ方、調べるもの等）

・用語を復習プリントで復習させる。
・ベーシックドリル社会を活用していく。

・基本的な知識・技能を獲得させるとともに、資料から
必要な情報を読み取る能力を育みたい。

・写真や動画教材など視覚的に入りやすい教材を用
意し、内容への興味・関心を高めた状態で単元をス
タートする。
・資料に情報を書き込んだり、使いながら知識を獲得
する機会を設けたりする。

・資料集や地図帳を授業の中で多く使用し、様々な資料が
あることを理解させ、応用的に活用できるようにする。
・内容によっては調べ学習を設け、興味に合わせ発展的に
学習を広げる場を設定する。

・自動車を作る工業、工業生産と工業地域、私たちの生活
と環境、私たちの生活と情報では、定着率は高かった。
・多くの単元で、資料の読み取りが課題である。

・用語などの基礎知識は、プリントなどを用いて復習を
する。
・いろいろな学習のまとめ方を経験し、学習の仕方を
身につける。

５年

６年

指導方法の課題分析と具体的な授業改善案　（社　会）

４年

３年

・様々な資料を用意し、読み取ったり、活用したりする機会
を設定する。
・見学の仕方や調べ方などの学び方を丁寧に指導する。
・実際に見たり聞いたりする体験的な活動を通して基礎的
な知識や技能の定着を図る。

・資料の扱いに慣れておらず、情報を読み取るのに時
間がかかったり、資料を見つけられないことがある。

・資料を読み取るための時間を確保するとともに、共
有する時間も多めに設定する。
・地図帳やグラフ資料などを使用する際は、実物投影
機を使用し、どこを見ればよいのかわかるように指示
する。

・社会科の学習の仕方を丁寧に指導する必要があ
る。
・資料の読み取りが課題である。
・普段使い慣れていない言葉が出てくるので、用語の
意味を丁寧に扱う必要がある。
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・「整数÷小数」の定着が必要。
・三角柱の展開図と見取図など図形についての基礎も課題
である。
・百分率とグラフでは、単位量などについては復讐が必要。

・学習したことを時間をおいて繰り返し練習させることで、確
実な力としていく。
・立体の学習では、実際に展開図を自分で書き、それを組
み立てて立体を作ったり、立体を見ながら見取図を書く活動
を取り入れていく。
・情報を整理するために必ず数直線を書かせていく。

・少人数指導の教員と相談しつつ発展的課題を取り扱って
いく。
・ベーシックドリルを活用して、前の学年、必要ならそれ以前
の学習内容の習熟を図っていく。
・算数的活動を適度に取り入れつつ、児童の興味関心を高
めていく。

・かけ算やわり算、小数などの基礎の定着が課題。
・自分の考えた方法をうまく説明できるような数学的な
思考方法を身に付けさせることが課題である。

・簡単な問題で復習する時間を設ける。
・何を使って考えるか、説明するか、見通しをもたせる
ようにする。
・少人数担当教員と情報共有をし、個に応じた指導を
する。

・宿題やベーシックを活用して基礎学力の定着を図
る。
・個別の課題が異なるため、自力解決の時間には個
に応じた声かけをする。
・朝学習の時間を使って、少し前に学習した内容の復
習をする。

・計算では正確さよりもスピードを重視する児童が多く、ミス
が多くなっている。
・既習事項の基礎的な事項を定着させることも課題となる。
・「図形」の平面・空間の学習が重要である。

・計算問題・文章題について一定時間じっくり取り組ませる機会を
設け、正確に情報を把握し計算できる力を養う。
・躓きのみられる児童へは、少人数担当教員との情報共有を特に
密にし、繰り返しの反復学習で前学年以前の力を身につけさせ
る。
・「図形」の学習では、手を動かしながら考えられるような教材を用
意し、印象強く残るよう工夫する。

・宿題やベーシックを活用し、学習中の内容だけでなく既習
内容についても繰り返し練習させる。
・発展的な文章題を用意し、問題解決型の学習を取り入れ
ていく。
・躓きの見られる児童に関しては、それぞれで課題が異な
るため、自力解決の時間には個に応じた声かけをする。

・領域別に見ていくと、図形は区の平均よりも２、７ポイント
高くなっている。量と測定についても０、６ポイント高くなって
いるが、数と計算については、６、９ポイント下がっている。
・内容別にみていくと、箱の形や時刻と時間について区の
平均を上回っている。しかし、計算やたし算・ひき算で平均
を下回っていた。

・授業時の導入で計算のテストを行い、計算力を身に
付けさせる。
・線分図や数直線図をつかっての文章問題を多く取り
入れて問題解決で生かしていく。

・プリントやドリル、ベーシックドリル等をこまめに取り
入れ、繰り返し、基礎学力の定着を図る。
・つまずきの見られる児童には、少人数担当と協力し
ながら個別指導に当たる。
・問題解決型の学習を取り入れていく。

・１０までの数、１０より大きい数については、どの児童も正しく数えることが
できるが、「○と△で１０」や「○は１０と△」など、数の合成や分解の考え方
を全員に定着させる。
・くりあがりのないたし算はやくりさがりのないひき算は、まだ、ブロックや
指を使う場面がある。習熟が必要。
・文章題の学習では文の意味を正しく理解できず、立式できない場面があ
る。

・１０でまとめる活動を多く取り入れ、「１０といくつ」の考え方
を身につけさせる。
・ブロックの操作をさせ、正しい答えを出せるよう、練習させ
ていく。
・文章を読み、半具体物の操作をし、正しく立式できるように
する。

・朝学習や授業中の短い時間に、・計算カ－ドやプリ
ントなどを用いた練習を重ね、定着を図る。
・つまずきの見られる児童には、パワ－アップ講師と
協力しながら、個別に指導にあたる。
・.問題解決型の学習も取り入れていく。

・知識・技能は身についている児童が多いが、位取り
記数法のしくみ等の理解ができていない。全員に定着
あせることが課題。
・自分の考えを持ち、発言することが課題である。

・算数的活動を取り入れ、よくわかる授業を行ってい
く。
・問題解決の過程で、自分の考えを持ち、自信を持っ
て発言できるよう、支援を行っていく。
・児童の理解度を把握し、個に応じた支援をしていく。

・プリントやドリル、ベーシックドリル等をこまめに取り
入れ、繰り返し、基礎学力の定着を図る。
・つまずきの見られる児童には、パワ－アップ講師と
協力しながら、個別に指導にあたる。
・問題解決型の学習を取り入れていく。

指導方法の課題分析と具体的な授業改善案　（算　数）

６年

５年

２年

３年

４年

１年
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・実験観察への興味や実験自体の操作、結果への関
心は大きい。学び方については、しっかりと身に付け
させる。
・基本的な知識・技能の定着が不十分なので、基礎的
な部分の復讐も重視する。

・学習問題について、予想→計画→実験・観察→結果→考
察の流れがあることを丁寧に指導していく。
・結果について比較することで考察を導き、予想と照らし合
わせる時間を設ける。

・実験観察ではグループでの学習を主とし、話し合いや協
力活動を活発化させる。
・学習のまとめはなるべく自分の言葉で書かせるようにし、
これが難しい児童へは穴埋めを提示するなど個別に支援
する。

・天気の変化では台風の進路、植物の発芽と成長では対照
実験で確かめることができる条件について理解させること
が課題。
・顕微鏡の使い方を理解の確実な理解を図る。

・ノート指導を充実させ、目的、方法、予想、結果、結論をま
とめる習慣をつけていく。
・毎時間の最初に小テストをすることで、学習した知識を確
実に習得させていく。
・実験器具の使い方、顕微鏡の使い方等については、理科
支援員の先生と協力して個別に指導をしていく。

・授業後にこまめにノートをチェックすることで児童の学習状
況をしっかりつかみ、個別指導をしていく。
・実験の条件や手順を自分たちで考える場面も作っていく。

・根拠のある予想や物理分野を課題とする児童が多
い。
・考察を文章に表わすことが課題。

・予想させる前に、関連事項の復習をする時間を設け
る。
・どんな結果になればどんなことが言えるのか、実験
の前に確認し、見通しを持たせる。
・考察する前に、問題が何だったのかを振り返り、何
のための実験観察だったかをおさえる。

・ベーシックドリルなどを活用し定期的に復習させる。
・実験の考察をする場合、十分な時間を確保できるようにす
る。
・少人数グループでの話し合い活動を行わせ、考察させる。
・個別に声をかけ、支援する。

・理科の学習の仕方を丁寧に指導する必要がある。
・理科の学習が好きな児童が多い。

・観察や実験を行う際の「問題」を工夫する。
・観察や実験は児童の必要感を大切にして行い、知
識や技 能の定着につなげる。
・考察の視点を共有し、話し合う時間を確保する。
・問題解決型のノート指導を丁寧に行う。

・観察や実験の後に話し合う時間を確保する。
・復習のプリントなどを活用して一人一人の理解を確
実なものにする。

指導方法の課題分析と具体的な授業改善案　（理　　科）

５年

３年

４年

６年


