
令和２年度

授業改善推進プラン 【小学校】

①令和２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令和２年度第２～６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）

東京都北区立滝野川小学校



〔様式1〕

高学年 自分の問題を見付け、すすんで解決しようとする 自分の考えを分かりやすく表現できる 友達と関わりながら考えを深められる

特別支援（４組） 見通しをもって取り組もうとする 自分の思いをもつ 友達の話を聞いて考えられる

○児童の問題解決能力の向上を目指す研
究実践を定着させる。
○普段の学習指導の教材として、新聞を積
極的に取り入れていく。
○「NIEたいむ」をより充実させ、新聞に触れ
ることができる時間を継続的に設定し、読む
能力、書く能力の指導を行う。
○東京ミニマム（改訂版）及び本年度都学力
調査等における各教科の重点内容につい
て理解を図り、教材開発を進める。
○東京ベーシックドリルに取り組み、補講を
実施するなどして、全員合格を目指す。

○学習の基礎・基本の徹底を図るとともに
児童の実態に合わせ、発展的な学習を行
う。
○時間割を期間によって変更し、少人数指
導や学力パワーアップ非常勤講師を活用し
た習熟度別学習や個別指導を柔軟に実施
する。
○教育資源（科学館、科学博物館、小・中学
校、高校、大学、研究機関、企業、ボラン
ティア等）を総合的・有機的に結び付けて活
用する。

○問題解決型の学習を主眼としたNIE活用
によるオリンピック・パラリンピック教育に校
内研究として取り組み、多岐に渡る学習活
動、広い視野での探究活動の展開に取り組
む。
○毎週１回行う「ＮＩＥたいむ」をはじめ、ＮＩＥ
の日常化を図っていく。
○平成２８～３０年度に積み上げた「海科」
の研究を年間指導計画に組み込み、常態
化していく。
○ミニOJT研修を行い、個々がもつ情報を
共有し、さらに指導力の向上を行う。

○区の各学力調査結果を正しく分析して、
具体的に授業実践の質的な改善に資する
よう役立てる。
○児童が自らの学習を振り返り自己評価で
きる場を設定し、自己評価能力を高めてい
く。児童が互いに評価し合う場を設定し、相
互評価能力を高めていく。

○サブファミリー校３校（飛鳥中、西ヶ原小）
の連携事業である「基礎学力向上分科会」
に積極的にかかわる。
○スクールコーディネーターと連携・協力し
て、人材確保に努める。
○学校ホームページを積極的に更新し、学
校での学習の様子を保護者をはじめ地域の
方々に知らせていく。

低学年 問題を見付けようとする 自分の考えをもつ 互いの思いを受け止める

中学年

・ＮＩＥの日常化
・体験的な学習の重視
・指導内容、方法及び評価の改善
・楽しくよく分かる授業の実践
・学習過程、学習形態、学習環境の工夫
・学力ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ非常勤講師の有効活用
・ｻﾌﾞﾌｧﾐﾘｰ校との連携や地域等の教育
力（教育資源）の計画的・積極的な活用
・問題解決型の授業の充実
・授業改善や観察・実験等の指導力向
上のための教員研修の充実

問題を見付け 自分の考えや思いをもつ 共に学ぶ

自分なりに問題を見付け、解決しようとする 自分の考えを伝えられる 互いの考えを認め合い、学び合える

ほとんどの学年で、区の平均を上回っている。問題解決型の学習による科学的思考力の向上がデータとしても表れている。
今後も言語活動を重視して、児童自身が思考をしっかり表現できる力をさらに伸ばしていく。

各教科については、北区基礎・基本調査の結果分析と小中一貫カリキュラムをもとに、各学年で学習計画を立てて進めていく。その中で、特に今年度の校内研
究のテーマに掲げているオリンピック・パラリンピック教育への取り組みに関しては、学年だけでなく、低・中・高学年のそれぞれの分科会でも情報を交換し、校内
研究会を通して全校で共有していく。主体的・対話的で深い学びを実現し学力を高める。

本校の授業改善に向けた視点

の工夫 や研修の工夫

校内における研究 家庭や地域社会との

校内における学力向上推進体制

評価活動の工夫

　・よく考え、最後までやりぬく子供

連携の工夫の工夫

令和２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

教育課程編成上指導内容・指導方法

本校の教育目標

国語

社会

算数

理科

令和２年度　北区立小学校学力向上を図るための全体計画 東京都北区立滝野川小学校

全体として区の平均を上回っているものが多い。また、ほとんどの項目が、目標値を上回っている。しかし、能力の向上に関し
てはまだ課題が残り、個人差もある。個人差を埋めるよう教材や支援を工夫していく。

ほとんどの学年で、区の平均を上回っており、良好である。高学年は「活用」に課題があるので、問題解決型の学習をさらに充実させていく。
解決の過程では、見学や体験活動を効果的に取り入れるとともに、資料からの読み取りと児童自身の理由付けを活用した多様なまとめ方を
指導・定着をしていく。

ほとんどの学年で、区の平均を上回っており、良好である。問題解決型の学習を今後も進めていく。また、能力に応じた少人数習熟度別指導
を通して、基礎・基本の定着を図り、話し合いや発表などの活動を充実させ、数学的表現力・思考力のさらなる向上を目指す。

本校が児童に育成したい力
学力向上にかかわる経営方針

　 ・心身ともに健康で、情操豊かな子供

　・きまりを守り、互いに助け合う子供



東京都北区立滝野川小学校
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すべての内容が目標値を上回っている。しかし、「はな
しをきいてわかったことをはっぴょうする」に関しては、
区平均正答率を12.6%、全国平均正答率を21.2％しか
上回っておらず、正答率を上げるためには課題になる
ことがわかる。

すべての観点で、目標値を上回っている。しかし、話
す・聞く能力は他の観点と比べ、86.7％と低く、課題で
ある。

基礎基本は定着している児童が多い。観点別の「話す・聞く
能力」が低く、内容の「はなしをきいてわかったことをはっ
ぴょうする」が低いので、学んだことを日常に活用する能力
が低いと考えられる。朝のスピーチを日常的に取り組ませる
ことで、話す・聞くの力を高めていく。

すべての内容が目標値を上回っている。しかし、「１２
０までのかず」は、区平均正答率を２．８％上回ってい
るだけなので正答率を上げるためには課題になる。
「かたち」は正答率が他に比べて低めなので、正答率
を上げるためには課題になる。

すべての観点で、目標値を上回っている。区平均正答
率を上回っている。しかし、数学的な考え方の正答率
は、他の観点と比べて７４．４％と低く、課題である。

基礎基本は定着している児童が多い。「１２０までのか
ず」では、前から何番目、前からいくつの理解が低い。
「～め」について確実に理解させる必要がある。「かた
ち」は、色板を使った形の理解が低い。色板を並べる
体験を増やし、理解を確実にする必要がある。

ほとんどの項目が目標値を上回っているが、「作文」だけはわずか
ながら下回っている。漢字を書く、物語の内容を読み取る、身の回
りのものについて説明することについては、かなり目標値を上回
り、力がついていることを示している。しかし、話の内容を聞き取る
ことについては、区平均を下回っているので、こちらも課題である。

すべての内容が全国平均正答率を上回っているが、
区の平均正答率と比べると、「かけ算」と「三角形と四
角形」を除いたその他の内容は、区の平均を若干下
回る結果となった。

算　　　　　　数

すべての観点が目標値を上回っている。特に、読む能
力、言語についての知識・理解については、１０ポイン
トほど上回っており、力をつけていることが分かる。し
かし、話す聞く能力、書く能力については、区平均を下
回っていて、課題としてあげられる。

すべての観点で目標値と全国平均正答率を上回って
いる。区の平均と比べると、どの観点も正答率が０．５
～１．０パーセント程度下回っている。大きく下回るわ
けではないため、さらなる定着を図る。

内容、観点とも目標値や全国平均正答率は上回って
いるため、ある程度は定着していると考えられる。しか
し、「時こくと時間」については区の平均を４パーセント
と一番差が開いた内容であるため、丁寧な指導が必
要である。

〔様式２〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和２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

国　　　　　語

算　　　　　　数

〔様式２〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和２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

国　　　　　語

基礎基本は定着している児童が多い。ただ、「作文」
「書く能力」については、内容の「作文」は65.19％に対
し、観点別の「書く能力」は66.68％と、他の項目に比
べて低い値である。くり返し指導をして力を付けていく
必要がある。
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すべての内容が目標値を上回っている。特に「たし
算・ひき算」は目標値を17.1％上回った。一方で、「□
を使った式」の項目は、区平均を下回っている。

すべての観点が目標値、区平均、全国平均を上回っ
ている。しかし、「数学的な考え方」が７０％を下回って
いるので課題である。

内容、観点ともに目標値や全国平均正答率は上回っているので、
基礎基本は定着している児童が多いと考えられる。一方で、「数学
的な考え方」が70％を下回っているので、数学的な見方・考え方を
働かせた数学的活動の充実をさせたり、性質を見いだし統合的・
発展的に考察させたりする必要がある。

算　　　　　　数

１０項目中８項目は、目標値を上回った。「太陽と地面
のようす」と「じしゃくのせいしつ」は、目標値を下回っ
ている。

すべての観点が区平均、全国平均を上回っている。
「観察・実験の技能」のみ、目標値を下回っている。
「自然現象への関心・意欲・態度」は７０％を大きく下
回っている。

「自然現象への関心・意欲・態度」が他の項目に比べ
て大きく下回っているため、ほとんどの内容が８０％以
下の正答率となっている。学習内容が日常生活と結
び付いていけるような活動が必要がある。

理　　　　　　科

すべての内容が目標値、区平均、全国平均を上回っ
ている。特に、「せつ明文の内ようを読み取る」は目標
値を14.9％、区平均を5.4％上回った。

〔様式２〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和２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

すべての観点が目標値、区平均、全国平均を上回っ
ている。中でも、「読む能力」は目標値を15％近く、上
回った。それ以外の観点でも、１０％以上目標値を上
回っている。

観点別の「言語についての知識・理解・技能」「書く能
力」が他の観点と比較して低い傾向があることに対応
し、内容別の「言葉の学習」「インタビューをする」「作
文」が低い。自分の考えを文章に書き表す習慣をつけ
るとともに、言葉の理解を深める必要がある。

国　　　　　語



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

目標値、全国と区の平均正答率をすべて上回ってい
る。しかし観点別正答率を見ると、算数への関心・意
欲・態度は２ポイント低くなっている。知識の定着、活
用はできているが意欲に課題があると分析する。

「算数への関心・意欲・態度」では目標値より約3％下
回っている。その他の観点では、約５％上回ってい
る。算数への関心を高めていく必要がある。

基礎は定着しているが、活用に課題がある。また、関
心・意欲がやや下回っていることから、今後は算数へ
の知識を活用して、算数的思考の楽しさを十分に味
合わせる授業展開が必要だと分析する。

目標値、全国と区の平均正答率をすべて上回ってい
る。特に植物の成長は、９４％と正答率が高い。一
方、一年間の動物の様子は、目標値より１％しか高く
なっていなあい。動物は身近におらず、観察等ができ
ないことがその原因と考えられる。

すべての観点が、目標値、区平均、全国平均を上
回っている。特に自然事象についての知識・理解の正
答率が高く、知識が定着していることがわかる。

高い正答率から、理科を楽しみにしていて興味・関心
をもって学習に取り組めている児童が多いことがわか
る。充実した実験器具を有効に使い、今後も問題解決
の授業を充実していくことでますます高い正答率を維
持できると分析する。

すべての内容が目標値、区平均、全国平均を上回っ
ている。特に、「作文」は目標値を１９．３％、区平均を
８．３％上回った。

すべての観点が目標値、区平均、全国平均を上回っ
ている。「話す・聞く能力」以外の項目では、目標値を
10％以上、上回った。

観点別の「言語についての知識・理解・技能」「話す・聞く能
力」が他の観点と比較して低い傾向があることに対応し、内
容別の「話し合いの内容を聞き取る」「言葉の学習」が他と
比べて低い。相手の意図をくみ取りながら聞く姿勢を身に付
けるとともに、言葉の理解を深める必要がある。

〔様式２〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和２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

すべての内容が目標値、区平均、全国平均を上回っ
ている。特に秀でている項目はなく、概ね６％・７％ほ
ど全ての項目で目標値を上回っている。

すべての観点が目標値、区平均、全国平均を上回っ
ている。しかし、「観察・資料活用の技能」では７０％を
下回っているため、課題が見られる。

「観察・資料活用の技能」が他の項目と比べて低いこ
とから、各問題の内容のうち、資料をもとに考える類
の問題の正答率が低い。授業の中で、資料を読み取
る時間を確保する必要がある。

国　　　　　語

社　　　　　　会

算　　　　　　数

理　　　　　　科
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全ての項目が、目標平均を上回っているため、基礎
的な内容と活用する力は概ね身に付いていると考え
られる。しかし、「自然事象への関心・意欲・態度」はま
だ伸びる余地があるため、導入の工夫や授業展開の
工夫を図り、児童の意欲を高めていく必要がある。

全ての項目で、目標値、区平均、全国平均を上回って
いる。しかし、前年度と比べると「自然事象への関心・
意欲・態度」の項目が下回っている。

全ての項目で目標値を上回っている。また、区平均と
全国平均と比べても、全ての項目が上回っている。た
だ、「物のとけ方」「ふりこのきまり」の項目は、他の項
目と比べると正答率の割合が低い。

すべての観点で、区や全国平均を上回っている。平均
を上回っているとは言え、「関心・意欲・態度」「数学的
な考え方」は70％を大きく下回っているので課題があ
る。

基礎的な内容を身に付けている児童はかなりいるが、
７０％以下の人数に指導をし、底上げをはかる必要が
ある。また、「関心」を高めるような授業を行い、その
中で「数学的な考え」を育む必要がある。

算　　　　　　数

すべての内容で、区や全国平均を上回っている。「百
分率とグラフ」については、60％を下回っているので、
今後も折に触れ、復習が必要である。

理　　　　　　科

〔様式２〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和２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

国　　　　　語

ほぼすべての内容で、区や全国平均を大きく上回って
いる。「わたしたちの生活と情報」「わたしたちの生活と
環境」については、正答率が70％を下回っているので
課題である。

すべての観点で、区や全国平均を上回っている。いず
れも７割前後程度の正答率なので、80％を目指して指
導をしていく。

社　　　　　　会

正答率の散らばりをみると、８０％前後の児童が多
い。ただ、雨温図の読み取りや、知識を問われる問題
に課題が多い。

「話す・聞く能力」が、他の項目と比べると低くなっており、特
に「内容を聞き取る」力が低いと考えられるため、話し合い
の活動を積極的に取り入れ、「メモをしながら聞く」「聞く観点
を決めて整理する」等の練習を積み重ねていく必要がある。

全ての項目で目標値を上回っている。また、ほとんどの項目
で区平均、全国平均を上回っているが、「話す・聞く能力」
は、区平均・全国平均を下回っている。

全ての項目で目標値を上回っている。また、ほとんどの項目
が区平均、全国平均を上回っているが、「話し合いの内容を
聞き取る」は区・全国平均を下回っており、また、「言葉の学
習」「ポスターを作る」の項目は区平均を下回っている。
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全体を通して目標値、区平均、全国平均を上回っている。
特に「話す・聞く能力」は目標値を大きく上回っている。「書く
能力」も目標値や全国平均を上回っているが、他の観点と
比べると低い傾向がある。特に「作文」の「指定された長さ
で書く」「２段落構成で書く項目が低く、課題である。

国語以外の学習やＮＩＥたいむ等の指導において、自
分の考えや学習感想などを文章で書き表す時間を設
定し、文章を書く習慣をつける。その際、指定された文
章量を書くこと、段落構成を意識することについて重
点的に指導を行い、書く能力を高めていく。

漢字の指導を中心として、語彙を増やすことができるように
する。新出漢字の学習では、熟語を漢字辞典で調べたり例
文を考えたりする活動を取り入れ、文章を書く力を伸ばして
いく。既習の漢字を使うことも意識させ、文章を書く力ととも
に、漢字の定着を図り、語彙を増やしていく。

全ての項目で目標値、全国平均値、区平均値を上
回っていたが、「話し合いの内容を聞き取る」「言葉の
学習」は他と比べて数値が低い。そのため、聞き取る
力と多様な言葉を扱う力に課題があると考えられる。

友達の発表や意見を聞く際に相手の意図を考えなが
ら聞くことや、それに対する自分の考えを言葉で表す
活動を増やす。国語だけでなく他の教科でも行うこと
で、教科を横断した指導を心掛ける。

NIEタイムの中で新聞記事から読み取った内容を基に文字
数内で書く活動だけではなく、記事の内容について近くの友
達と意見を交わす活動を取り入れる。また、国語の学習や
家庭学習を通して、漢字の語彙を増やしていくことで、文を
書いたり意見を表したりする上で活用できるようにする。

４年

全体的に目標値、全国平均値、区平均値を上回っており、よく
できていた。特に「物語の内容を読み取る」「作文」は目標値を
大きく上回っており、読み取る能力と書く力は身に付いてきて
いる。しかし、「話し合いの内容を聞き取る」は平均を下回って
いるものもあるため、聞き取る能力が課題である。

国語や他教科の学習を通して、友達の発表や意見を聞き
取って記録したり、その意見に対する自分の考えを書く活
動を積極的に取り入れ、日常的に意識して聞き取る習慣づ
けを行う。また、学習の中で、ペアや班で話し合い、意見を
まとめる活動も行っていく。

NIEたいむを中心に、新聞記事から読み取った内容を①要約②感
想③意見を提示された文字数で表現する活動を行ってきた。そこ
からさらに自分の考えを発表した後、友達の意見と比較して自己
の考えを深めていく活動を行っていく。そうすることで、聞き取る力
と聞き取った内容を生かす力を育む。

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

「はなしをきいてわかったことをはなす」では、質問への答え
を正確に聞き取ることが不十分だったと思われる。また、会
話文の読み取りが、不十分だったためそれを受けて自分の
考えを書くことができなかったと思われる。友達の考えを聞
いたり自分の考えを話したりすることに課題がある。

今後も対話型の授業を心掛けて行っていく。友達の話
を聞いて自分の意見を話す活動を多く取り入れていく
ことが必要である。教師ではなく、児童が説明したり質
問したりして学習を深められるようにする。

これからのＮＩＥたいむでは、気に入った写真を見つけ
て見出しや感想を書く活動を増やし、さらに、感想を交
流するなどして、対話の機会を増やす。また、常時活
動として、２人組やグループ、学級全体でのスピーチ
や対話タイムを設定し、主体的な聞き方を育てる。

書く力が課題である。特に、「指定された長さで文章を
書く」「経験・想像したことの中から書くことを決め、文
書を書く」力の値が低い。ある文字数で分かったことを
まとめること、書く経験が少ないことが課題である。

授業後の感想等、自分の考えを書き表す経験を多くも
たせる。作文指導では、書く前に事柄や自分の考えを
箇条書きにして、構成を考えさせる。書いて表現する
ことの楽しさを感じさせるために、よくできていることを
認めながら、ステップアップさせていく。

国語の学習以外にも自分の考えや予想したことを文
章で表す時間を作る。また、ＮＩＥたいむでは新聞の内
容を読み取った後、感じたことや思ったことをワーク
シートに書く活動を行う。その際に、文を短く区切った
り、伝えたいことを端的に表せるよう指導する。

１年

ひらがなは、おおむね読み書きができるようになったが、筆
順や字形を整えて書くことには課題が残っている。「は、へ、
を」や拗音・促音の表記は、まだ定着していない児童が多
い。物語文や説明文は興味・関心をもって読んでいる児童
が多い。叙述に即して、読み取ることが課題である。

書写の学習や家庭学習を通して、筆順や字形を意識して文字を
書けるようにする。物語文や説明文を叙述に即して読み取れるよ
うに、サイドラインを引いたり、考えたことを話し合ったりする。よい
聞き方のポイントを示して意識して聞くことができるようにするとと
もに、視覚的な資料や教材を工夫して、集中できるようにする。

短い話を聞き取って書く活動を継続的に行うことにより、集
中して聞き、正しい表記を意識して書けるようにする。家庭
学習で音読の反復練習を引き続き行い、文字を読むことに
慣れるとともに、文章の内容を理解できるようにする。ＮＩＥ
たいむを活用して簡単な感想を書けるようにする。

５年

６年
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全体的に目標値、全国平均や区平均を上回ってい
る。複数の資料を読み取ったり、活用したりする活動
を今後も授業の中で多く設定していく。

グラフや資料からの読み取りについて、授業内で再度
指導を行い、それを基に、様々なグラフを読み取らせ
る。そして、読み取らせた内容を基に、話し合いの場を
設け、より読み取り方を細かくさせていく。

与えられた資料だけでなく、本やインターネットなどを活用し、多く
の情報から必要な情報を選択する力を高めていく。ＮＩＥの導入に
より、日常的に社会的事象に興味・関心をもたせ、自分の生活と
どのように関わっているかを意識付けを行う。また、小テストや家
庭学習で、定着の確認を行う。

書く問題解決型の学習を基本とし、様々な角度から取り組
むことができるよう、効果的な情報を提供する。資料の見
方、捉え方の基本的なことを指導し、社会的事象とのつな
がりについて目を向けるようにしていく。また、地図記号や
方位などの知識が身に付くように継続的に指導していく。

児童相互の発表の場を設定し、互いのよさを認め合い、考
えを表すことに慣れさせる。資料の生かし方やまとめ方など
の表現方法を示しながら力を高めていく。また、NIEたいむ
での資料を活用し、自分たちの生活と社会の出来事が密接
に関係していることに気付かせる。

ノートや新聞に調べたことを表す活動には意欲的だ
が、分かりやすくまとめるために効果的に資料を活用
する力が不十分である。資料を読み取ることが苦手な
児童もいる。資料活用等、問題解決の道筋を見い出
せるような授業展開をしていく。

日々の学習や社会科見学に行ったときに学習したことを、
各自でまとめる活動を取り入れ、創意工夫を促す。また、資
料の読み取りでは、課題に対して的確な資料を活用できる
よう常に考えさせていく。単元の終末に振り返りの時間を設
けて、自己の生活との関連を図る。

地図帳を身近に置き、社会的なニュースや事象に関し
て、その位置を確かめさせたり、産業や自然などにも
目を向けさせたりすることにより、興味・関心を高めて
いく。NIEの活用により、分かりやすくまとめる工夫や
自己の生活との関連に気付かせていく。

全ての項目で目標値、全国平均値、区平均値を上回ってい
たが、目標値とそれほど差がない内容もある。問題情報を
細かく見ると、知識を理解する問題や資料を読み取ったり
資料をもとに考える問題の正答率が低い。資料の読み取り
方に課題があると考えられる。

資料をもとに調べたことを分かりやすくまとめたり、友
達に伝えたりする機会を多く取り入れていく。基礎的
な知識の習得に力を入れるとともに、資料から事実を
丁寧に読み取る時間を設け、調べ学習を行い、資料
活用力の向上を図る。

NIEを活用しながら、日常的に社会的事象に興味・関心をもたせ、
自分の生活とどのように関わっているかを意識付けを行う。与えら
れた資料だけでなく、本やインターネットなどを活用し、多くの情報
から必要な情報を選択し活用する力を高めていく。また、知識の
定着を図るためのプリントを活用する。

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）

３年

４年

理解したことを表現することに課題がある。学習、見
学等の体験的活動への意欲は高いので、それらを通
して読み取ったこと、調べて分かったこと、人に伝えて
いく活動を多く取り入れる。
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目標値、全国と区の平均正答率をすべて上回ってい
る。しかし観点別正答率を見ると、算数への関心・意
欲・態度は２ポイント低くなっている。知識の定着、活
用はできているが意欲に課題があると分析する。

問題解決学習を継続する。自分の考えをしっかりもっ
て、それを表現する活動を多く取り入れて、一人一人
の思考のふかまりを大切にする。また、学習意欲の向
上のために、スモールステップで課題を提示し、達成
感をもたせる。

個別指導が必要な児童については、フォローアップ講師と
連携を取りながら、丁寧な指導を行う。また能力別クラス編
成を行うことで、個別レベルにあった指導を行う。発展的な
学習クラスについては、教科書だけにとどまらず、各種ドリ
ルなども活用して、知識の活用問題を取り入れる。

全体的に目標値、全国や区の平均値を超えている。し
かし、「百分率とグラフ」「整数のなかま分け」「合同・立
体」が他に比べ低く、定着の必要がある。

上位グループには発展問題に取り組ませる。下位グループ
には具体物の操作活動などを取り入れ、意欲をもたせ、分
かりやすい授業を展開する。等の習熟度別指導の特性を
生かした授業展開を行う。どのクラスでも、問題解決型学習
の流れを大切にし、指導・支援を変えた授業展開も行う。

基礎的な計算問題については、くり返し取り組ませ習熟を図る。発
展的な学習では多様な考え方を引き出したり、日常生活との関連
を考えさせたりする活動を取り入れる。少人数担当者と協力し、個
人差に応じたプリント等を用意し、補充・発展的な学習に取り組ま
せる。また、夏季休業中に、習熟度が低い児童の補習を行う。

全体的に目標値と全国正答率は上回り、区の平均からは
若干下回る。「かけ算」と「三角形と四角形」は区の平均を
上回り、数量や図形についての技能は身についていると考
えられる。数学的な考え方は正答率が７割程度のため、今
後も自力解決を大切にして各自の考える力を伸ばす。

少人数指導を通して問題解決型の学習を継続して行う。自
力解決の時間を十分に確保し、考えをノートに書いたり発
表したりする活動を設定し、個に応じた指導を工夫する。ま
た、具体物を用いたり図をかいたりするなど、多様な方法で
考えられるようにして数学的な考え方の力の向上を図る。

少人数担当と連絡を取り合い、個の課題に応じた指導や支
援が行えるようにする。計算など基礎的な技能を身につけ
るために、単元の学習が終了しても繰り返し反復学習を行
い習熟を図る。発展的な学習では、様々な方法を考えたり
多くの問題に取り組めたりするような場を設定する。

目標値、全国と区の平均正答率をすべて上回っていて、問
題解決学習の定着が図られていると考えられる。今後も自
力解決を大切にして、各自が考える力を伸ばしていきたい。
「数と計算」の小数のしくみの理解を図っていくとさらに良い
結果に結び付くと考えられる。

問題解決型の学習を継続して行い、自分の考えをノートに
書いたり、発表したりする活動を設ける。また、自力解決の
時間を十分に設けることで個の能力に応じた指導を工夫す
る。具体物を用いたり学習形態を工夫したりすることで、数
量感覚を培ったり、活用する力の向上を図る。

少人数担当との連絡を密にし、個の課題に応じた指導.支援が行
えるようにする。基礎を学ぶ児童には具体物などを活用し、反復
学習を通して定着を図る。発展的な学習に取り組む児童には、
様々な考え方で課題を解決したり、多くの問題を解決できる場を
設定する。また、友達の考えを聞いて、比較検討できるような学び
合いの場も設ける。

計算等の基礎の力は身についていると考えられる。しかし、
長い問題文を読み取って式を作ることに課題のある児童が
いる。形では、シルエットからもとにする色板の数を考える
問題で難しさを感じる児童が多い。形に多く触れ、移動させ
たり組み合わせたりする経験を多くさせる必要がある。

計算技能の向上をめざし、ブロックや数カードで数の合成
分解の反復練習を積み重ねる。文章問題を読み取り、図や
言葉で表現したり、自分で問題文を作ったりする活動を多く
する。色板や折り紙を操作して、形を作ったり分けたりする
活動を繰り返し行い、形の感覚を養っていく。

計算技能が確実に身につくよう、計算カードなどで反復練習する。
何番目や図形の定義などは、生活の中でも折りに触れ繰り返し確
認する。形は、折り紙や箱を切ったり、組み合わせたりしながら感
覚を養う。文章問題を読み取る力を育てるために、分かっているこ
と、聞いていることを整理したり、問題場面を図や言葉で表現した
りする活動を取り入れる。

２年

３年

６年

５年

４年

指導方法の課題分析と具体的な授業改善案　（算　数）

１年

算数の学習に対する興味・関心は高く、意欲的に学習に取
り組んでいる。数の合成分解や１０までの数のたし算・ひき
算の答えを即答することが難しい児童がいる。また、文章
問題の意味を理解して、自分で演算決定し、立式すること
に課題がある。

ブロックなど半具体物の操作を通して、式の意味や計算のしかた
を理解できるようにする。また、数の合成分解やたし算・ひき算の
反復練習を行い、計算技能を定着させる。文章問題では「分かっ
ていること」「求めること」にアンダーラインを引き、問題の場面を理
解できるようにする。児童同士の学び合い活動や、問題解決型の
学習を行い、問題を理解する力、説明する力を育てる。

問題解決のときに、多様な方法を考えるようにする。自力解決が
難しい児童は、友達の考えでよく理解できたものを、ノートに書き
写すようにし、次の課題に生かせるようにする。計算カードやワー
クシートなどを活用して計算の反復練習を行う。家庭学習でも計
算練習に取り組み、計算技能を向上させる。また、学力パワーアッ
プ講師を活用し、個に応じた支援を行う。
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全ての項目で、目標値、区平均、全国平均を超えている。さ
らに前年度、よりも平均正答率が高くなっている。ただ、基
礎は目標値より１３ポイント高いのに比べ、活用は９ポイン
ト高いという結果だった。基礎はしっかりついているが、知
識の活用については課題があると分析する。

事象提示を工夫し、問題を自ら見つけ、課題を設定で
きるような学習の流れを定着する。また、知識の定着
にとどまらず、知識の活用ができるように、興味関心
を広げていく。

理科支援員と連携し、校内の充実した理科備品を有
効に活用し、実験を充実させる。また、タブレット等を
活用し、調べ学習を取り入れ、学習新聞の作成を行
い、発展的な内容の指導をする。

全ての項目で、目標値、区平均、全国平均を超えている。
ただ、他の項目と比較すると「物のとけ方」「ふりこのきまり」
といった「物質・エネルギー」の領域が低くなっている。ま
た、「自然事象に対する関心・意欲・態度」も平均は超えて
いるが、他の項目と比べると低くなっている。

問題解決的な思考の流れを板書で整理し、学習の定
着を図る。実験内容だけに重点を置かず、児童が自ら
問題を見つけ、児童の考えを基にした実験を行う。ま
た、学習意欲を向上・持続させるために、事象提示や
教材提示、または実験器具の工夫活用を行っていく。

理科支援員と連携し、児童の日常体験や経験と結び
つくような導入の工夫を行い、児童の関心を高める工
夫を行う。理科支援員や大学などと連携し、発展的な
実験や事象に触れさせ、さらに関心を高められるよう
にする。

今年度から学習が始まり、興味・関心は高く意欲的に取り
組んでいる。植物や虫を育てる学習は生活科の学びを生か
して取り組んだが、課題に対して予想する場面になると戸
惑う様子が見られた。既習事項の活用や生活経験と関連
付けて考え、根拠を示すことができるようにしていく。

問題解決型の学習を基本として学習を行う。その際、問題
解決の流れが分かるようにノートの書き方を指導する。児
童の発想を大切にして多くの観察や実験を行うなど体験活
動を重視し、虫めがねや温度計などの器具が安全に使用
できるように使い方も丁寧に指導する。

生活の中の科学的な事象を取り上げて興味や関心を高
め、日常の経験が理科の学習に生かせることを感じられる
ようにする。児童相互の発表の場を設け、共通点や相違点
などそれぞれの考えのよさを認め合い、観察や実験結果の
まとめ方を身に付けられるようにする。

目標値、全国と区の平均正答率をすべて上回ってい
る。これからも問題解決学習の充実に努めていく。ま
た、観察や実験等の体験的な活動も充実させ、技能
面の能力を伸ばすことができるようにしていく。

問題解決的な思考の流れを板書で整理する。自分の
考えをもち、学習を進められるよう考えたり話し合った
りする時間を十分に確保する。学習意欲を持続させる
ため事象提示や、教材提示・活用の工夫を図る。既習
事項を確認するなどして知識の定着を図る。

問題解決学習を継続して行う。児童が自分なりの考え
をもてる場面を設定し、話し合いを活性化させるように
する。また、校内の樹木やビオトープ・栽培園などの
校内環境を活用し、具体的に自然に触れていく体験を
増やしていく。

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）


