
Ｒ２年度　授業改善プラン【国語】
児童の状況 指導についての課題 授業改善に向けての具体的な方策 言語活動の充実

第１学年

○文字の学習や詩の音読・読書に、意欲的
に取り組む児童が多い。
○促音・拗音・助詞（て・に・を・は）などの読
みや文章表記のまちがいが多い。
○滑舌の悪い児童や正しく聞き取れない児
童も若干いる。

○特殊音節の正しい読み方、書き方を身に
付けていく。
○語彙の豊富さや読み書きの力、読み直し
て修正する力を付けていく。
○発音や発声を意識させるとともに、発音の
仕方や発音練習の仕方を提示していく。

○特殊音節の読み方書き方を授業で確認
し、支援が必要な児童には補習を行う。
○連絡帳・学習活動の振り返り等文章を書く
機会を増やし、その中で、正しい表記を指導
する。
○毎時間のふり返りや生活科の観察など他
の教科と関連させて書く活動を行う。

○友達の作品や取り組みのよさを見つけて
発表し合う。
○進んで文章表現したり、話したり、読み
合ったりする機会を増やす。
○読み聞かせや読書活動を進める。

第２学年

○読書を好む児童が多いが、読解力の向上
に結びついていない。
○漢字の学習に意欲的に取り組むが、止
め、はね、はらい等、細かいところまで書け
る児童が少ない。
○かたかな、促音・拗音・てにをは等文章表
記の誤りが多い。

○図書の時間に絵本を好んで読む児童が、
文章から想像する楽しさを感じられるように
することが難しい。
○漢字の間違えやすいポイントを意識できる
ようにするのが難しい。
○表記違いをきめ細かく指導できていない。

○読み聞かせの際に読み取った内容でクイズをしたり、
感想を伝え合ったりたりする機会を設け、楽しみながら読
み取りを深めるようにする。
○新出漢字を学習する際、繰り返し間違えやすいポイント
を指導したり掲示したりして、意識できるようにする。
○ノートやプリントなどを、学習時間内に表記の誤りを細
かく直して、正しい書き方を身に付けられるようにする。

○二人、三人組で感想を伝え合う時間を他
教科でも取り入れる。
○日常のノートやワークシートで間違いを直
し、正しい表記ができるようにする。

第３学年

○話の要点を押さえたり，文章の要点を読
み取ったりすることが難しい児童がいる。
○段落のつながりを考えながら，適切な表
現で文章を書くことが難しい児童がいる。
○新出漢字の学習では，低学年から漢字の
学習のつまずきがあり，苦手意識をもってい
る。

○集中して聞く力や，内容の中心を聞き取る
力を育てる指導が必要である。
○書き方の指導をし，作文などの書く学習を
授業や宿題などに取り入れる必要がある。
○授業や宿題で漢字の課題を出し，繰り返
し学習する必要がある。

○話し方，聞き方の基本話形を掲示し，常時活用
できるようにする。
○授業や朝のスピーチメモなど，書く学習を取り
入れ，文の構成を考えて書けるようにする。
○家庭学習に毎日漢字練習を取り入れたり，漢
字テストをスモールステップで行ったり，繰り返し
行うことで定着を図る。

○取り組んだ課題をお互いに読み合ったり，
感想を伝え合ったりする活動を取り入れる。
○司会者などの役割を決めて，学級全体で
話し合い，考えをまとめたり意見を述べ合っ
たりする機会を設ける。
○本に触れる機会を増やし，読書活動を充
実させる。

第４学年

○既習漢字の定着に差がある。
○物語や詩など、登場人物の気持ちや情景
を、叙述をもとに想像して読むことができる。
○読書が好きな児童が多いが、学年に合っ
た本を選択していない児童も多い。
○聞き取り、メモをする力に差がある。

○漢字が定着しているか確認できるように
し、繰り返し練習する場をつくるようにする。
○自分の考えが明確になるように、段落相
互の関係などに注意して文章を構成できる
ようにする。
○話の中心に気を付けて聞く能力を育成す
る。

○授業や朝学習の時間に漢字小テストを行い、繰り返し
練習し、定着を図る。また、作文や観察カードなどを書く場
面で漢字を活用する指導をする。
○句読点、段落の初め、会話文など、国語の特質に関す
る事項を意識して指導する。
○話し手が伝えたかったことはどのようなことか、どのよう
にまとめたかを意識して聞くように促す。

○司会者などの役割を決めて、学級全体で
話し合い、考えをまとめたり意見を述べ合っ
たりする機会を設ける。
○読書の機会を設定し、幅の広い読書活動
を進める。
○つなぎ言葉を意識して意見を言うようにす
る。

第５学年

○文章の記述については、すぐに書き進め
る児童となかなか書けない児童との違いが
ある。
○根拠や事例などを挙げながら筋道立てて
話す力が身に付いていない。
○物語や詩など、登場人物の気持ちや情景
を、叙述をもとに想像して読むことができる。

○自分の考えが明確になるように、段落相
互の関係などに注意して文章を構成できる
ようにする。
○聞き手が分かりやすく、理解しやすいよう
に話す力を身に付けられるようにする。

○教科書の例文を丁寧に読み解き、叙述の
工夫を見つける活動を取り入れる。
○話し合いヒントカードを使いながら、話し方
を意識して話すように促す。
○４年生で学習した説明文「アップとルーズ」
の順で話すように促す。

○司会者などの役割を決めて、学級全体で
話し合い、考えをまとめたり意見を述べ合っ
たりする機会を設ける。
○学級会や各教科でのつなげタイムなどを
中心とした話し合い活動の充実を図る。

第６学年

○書くことに抵抗感があり、自分の考えを文
章に書くことに苦手意識をもつ児童がいる。
○友達の話をよく聞き、考えているが、発言
などで自分の考えを表現することを苦手と感
じている児童も多い。
○登場人物の気持ちや情景を、叙述をもと
に想像して読むことができる。

○自分の考えが明確になるように、段落相
互の関係などに注意して文章を構成できる
ようにする。
○思ったことを不安なく発言できるような環
境づくりが必要。

○友達同士の対話を取り入れ、書く内容の
見通しを持ってから書くようにする。
○話し合いヒントカードをもとに、状況に応じ
たつなぎ言葉を使って話すように促す。

○友達の書いた文章を読み合うような場面
を設定し、よりよい書き方を目にする機会を
増やす。
○学級会や各教科でのつなげタイムなどを
中心とした話し合い活動の充実を図る。



Ｒ２年度　授業改善プラン【社会】
児童の状況 指導についての課題 授業改善に向けての具体的な方策 言語活動の充実

第１学年

第２学年

第３学年

○学区域や地域の学習では、可能な限り見
学・取材活動やまとめに意欲的に取り組ん
でいる。
○自分が目にしているものと地図に記され
た情報(記号や色分け等)がうまく結び付かな
い児童もいる。

○見学・体験の機会の代替として、図書室
やタブレットを用いた調べ学習の機会を多く
設けるような指導の工夫が必要である。
○見学・体験が難しい事象に関しては、様々
な機会を設定して、身近な事象と知識を結び
付けられる工夫が必要である。

○単元の中における校外学習や体験の場
面を計画的に位置付けることで、明確な目
的意識をもって見学・体験ができるようにす
る。
○見学や体験が難しい事象については、写
真資料や動画などを活用することでイメージ
が広げられるようにする。

○全体での話し合いをもとに、学級全体で調
べたいことを話し合い、学習問題づくりや調
べ学習へと発展させていく。
○学習後、分かったことを全体で意見を出し
合いながら内容ごとに分類し、社会的な意味
付けについて考えたことを具体的にまとめ
る。

第４学年

○校内での調べる活動や、実体験に基づい
た活動を中心に進んで取り組んでいる。
○資料から分かることを読み取る力に個に
よる違いが見られる。

○副読本や補助資料から読み取ったことを
整理する経験が少ない。
○資料をもとに学習する場面では、児童が
受動的になりがちである。

○資料から読み取ったことを個やグループ
でまとめる場面を増やすことで、資料の活用
に慣れるようにする。
○１時間の授業で分かったことを振り返りの
時間にまとめる活動を多く取り入れること
で、能動的に考えを深めることができるよう
にしていく。

○資料から読み取ったことなどを全体で交
流し合う場面を増やすことで、自分の考えを
進んで発表できるようにする。
○全体での話し合い活動を設定することで
広い見方を知り、より多様な考え方に気付け
るようにする。

第５学年

○動画や写真など、実体験に近いイメージ
を想像しやすい資料に対しては関心が高く、
必要な情報を抜き出すことができる。ただ
し、事実から考察する力に関しては個人差
がある。
○地図や地図帳から情報を読み取る力がや
や弱い。

○多様な資料から事実を読み取ったり、事
実から考察したりするために、適切な作業時
間を確保する必要がある。
○児童が情報を取り出しやすいように必要
な視点を示す必要がある。
○地図帳などを使って資料を調べる場面を
増やしていく必要がある。

○資料から読み取ったことをもとに、個やグ
ループで考察する時間を増やすことで思考
力を高められるようにする。
○写真や資料から根拠について個やグルー
プで考える活動を増やすことで、資料に慣れ
るようにしていく。

○資料からの事実を整理したり、事実から考
察したりする場面でつなげタイムを設定し、
事実を関連付けて考えられるようにする。
○産業の盛んな地域や気候に特色などにつ
いて、資料から調べたことをノートに整理し、
説明できるようにする。

第６学年

○動画や写真などから、必要な情報を抜き
出すことができる。ただし、事実から考察す
る力に関しては個人差がある。
○歴史に興味をもっている児童が多く学ぶ
意欲は高いが、人物と出来事が結びつかな
いなど知識が定着しづらい。

○多様な資料から事実を読み取ったり、事
実から考察したりするために、適切な作業時
間を確保する必要がある。
○単元のまとめなどで、時代の流れを再確
認するような機会を設けて知識の定着を図
る必要がある。

○資料から読み取ったことをもとに、考察す
る時間を増やすことで思考力を高められるよ
うにする。
○歴史上の人物がなぜそのような行動をし
たのかなど、つながりをしっかりと考えられる
ような授業展開にする。

○資料からの事実を整理したり、事実から考
察したりする場面でつなげタイムを設定し、
事実を関連付けて考えられるようにする。



Ｒ２年度　授業改善プラン【算数】
児童の状況 指導についての課題 授業改善に向けての具体的な方策 言語活動の充実

第１学年

〇文章問題の意味を理解できない児童がい
る。
○具体物を使わないと計算できない児童が
いる。

〇文章問題で問われていることを理解でき
るようにする必要がある。
〇習熟の時間を確保する必要がある。

〇大事な言葉に印を付けたり、絵や図と対
応させたりして、問題を解くように指導する。
〇必要に応じて補充プリントやドリル学習を
２回行う。
○計算カードを使って、足し算引き算の習熟
を行う。

〇問題文を全員で読み、聞かれていること、
分かっていること等、問題の意味をとらえ
る。
〇大事な言葉には印を付ける。
〇自分の考えを友達に伝える活動を取り入
れる。

第２学年

○計算方法の手順を理解し、正確に解ける児童
が多い。
○文章問題の意味を理解できない児童がいる。
○立式はできるが答えを間違う児童が多い。
○時刻や時間を理解していない児童がいる。
○ｃｍとｍ、ｄＬとＬの単位量の交換の考えができ
ない児童が多い。

○習熟の時間を確保する必要がある。
○文章題の題意が捉えられるような手だて
が必要である。
○日常生活を通して、時間の感覚、長さ、水
のかさを取り上げ、理解させる必要がある。

○振り返りを行うとともに、習熟の時間を設定し、
定着を図る。
〇文章問題の大事な言葉に印を付けたり、絵や
図と対応させたりすることができるようにする。
○授業・給食などで、子どもたちが時刻や時間を
意識できる言葉かけを取り入れる。
○個別に指導する時間をとり、個に対応する。

○問題文を音読し、意味を理解できるように
する。その際、キーワードには線や印をつけ
る。
○全体で考えを伝え合う活動を取り入れる。

第３学年

○計算練習には進んで取り組んでいる児童
が多いが、かけ算九九、時計の読み取りな
ど前学年までの学習内容が定着していない
児童が多い。
○文章題の題意を理解するのに時間がか
かり、立式に戸惑う児童もいる。

○前学年の復習を入れながら、習熟の時間
をしっかりと確保する必要がある。
○文章題の題意が捉えられるような手だて
が必要である。

○一斉と個別の指導の時間を作り、問題の
解決方法を考える時間を十分に確保する。
○問題文全体の内容把握や、部分の把握を
したり、その関係を図やテープ図等で表した
りして、関係のイメージをつかませる。

○自分の考えを分かりやすく伝えるために、
考えを文章や式、図、表に表す。
○全体での考えを発表し合う活動を設定す
る。

第４学年

○文章題等思考力を要する課題に対し、苦
手意識をもつ児童が多い。
○前学年までの学習内容が定着していない
児童の多くが、４学年の学習内容の理解に
困難を示している。

○文章題の題意が捉えられるような手だて
が必要である。
○前学年までの復習を繰り返し行う等、習熟
の時間を確保する必要がある。

○問題文の中で与えられた情報を整理、確
認し、図や絵や数直線を使って、問題に取り
組ませるようにする。
○習熟度別学習を活用して、実態に合わせ
た指導をする。

○図、表、数直線などを用いて、自分の考え
をノートに表現できるようにする。
○全体で考えを発表し合う活動を設定する。

第５学年

○前学年までの学習内容の基礎・基本に関
しては定着度に個人差が見られる。
○文章問題に関しては、題意をとらえて正し
く立式できない傾向が見られる。
○問題文を読み、演算決定ができる児童に
個人差がある。

○前学年までの基礎・基本が定着していな
い児童に対しては、復習の時間を確保する
必要がある。また、既習事項をもとに考える
ことに慣れない児童が多いので、問題解決
場面を意図的に増やす必要がある。
○文章題の題意が正しく捉えられるような図
や数直線などの手立てが必要である。

○習熟度別学習の充実を図り、基礎・基本が定着
していない児童に関しては、復習の時間をより多く
確保する。発展コースに関しては、応用問題に取
り組む時間を多く作ることで思考力を伸ばしてい
く。
○問題文の中で与えられた情報を整理した上で、
数直線を使って数量関係を確認し、演算決定がで
きるようにする。

○全体で検討する場面を増やし、計算の意
味を言葉で表現できるようにする。
○図、表、数直線などを用いて、自分の考え
をノートに表現できるようにする。

第６学年

○前学年までの学習内容の基礎・基本に関
しては概ね定着している。一方で、計算力や
既習事項を使って思考する力に関しては個
人差が見られる。
○文章問題に関しては、題意をとらえて正し
く立式できない傾向が見られる。

○前学年までの基礎・基本が定着していな
い児童に対しては、復習の時間を確保する
必要がある。また、既習事項をもとに考える
ことに慣れない児童が多いので、問題解決
場面を意図的に増やす必要がある。
○文章題の題意が正しく捉えられるような手
立てが必要である。

○習熟度別学習の充実を図り、基礎・基本が定着
していない児童に関しては、復習の時間をより多く
確保する。発展コースに関しては、応用問題に取
り組む時間を多く作ることで思考力を伸ばしてい
く。
○問題文の中で与えられた情報を整理した上で、
数直線を使って数量関係を確認し、演算決定がで
きるようにする。

○全体で検討する場面を増やし、計算の意
味を言葉で表現できるようにする。
○図、表、数直線などを用いて、自分の考え
をノートに表現できるようにする。



Ｒ２年度　授業改善プラン【理科】
児童の状況 指導についての課題 授業改善に向けての具体的な方策 言語活動の充実

第１学年

第２学年

第３学年

○実験や観察に興味をもち、楽しんで取り組
むことができる。
○実験や観察したことを丁寧にノートやカー
ドに書くことができるが、「結果」と「分かった
こと」を分けて書くことが難しい。

○実験や観察に用いる生きもの教材（昆虫
など）を用意することが難しいので、自然の
事物・現象についての実感を伴った理解を
図ることが必要である。
○語彙力や言語理解に差があるため、児童
の表現が多様で、意欲を持続させながら理
解を図ることが必要がある。

○校庭の花壇にキャベツを植え、モンシロ
チョウを呼んだり、DVDや写真を用意したり
する。
○生活の中で、差異点や共通点などの気付
きを大切にし、問題を見出す力をつける。
○実験や観察の基本的な学習の流れを繰り
返し行い定着を図る。

○気付きや疑問の中で、よいものを紹介し、
問題を発見する力を伸ばしていく。
○1時間の授業のめあてを必ず分かるように
板書する。
○ノート学習の基礎を培う。

第４学年

○動植物のつくりやはたらき、電気のはたら
きに興味をもち、観察や実験に進んで取り組
んでいる。
○「結果」と「考察」の違いを正しく理解して
書くことができる児童が限られている。

○既習事項や日常体験を生かして予想を立
てるための支援が必要である。
○「結果」と「考察」の違いを理解できるよう、
段階を踏んで指導することが必要がある。

○予想を立てる段階で、児童が既習事項や
生活経験もとに考えられるよう、一緒に振り
返るようにする。
○問題解決型の学習の流れを繰り返し行う
ことで、児童が見通しをもって学習に取り組
めるようにする。

○単元の導入では、気付きや疑問を出し合
い、整理・分類して、学習問題をつくったり、
単元の流れを決めたりする。
○自分の考えをノートに書く時間を確保し、
全体の場で発表したり、友達の考えと関連
づけて考えたりできるようにする。

第５学年

○観察や実験に興味をもち、進んで取り組
むことができる。
○科学的思考については個人差が大きく、
事象を深く考え、そこから新しい疑問をもち
追求していこうとする児童は少ない。

○既習事項や日常体験を生かして予想を立
てるための支援が必要である。
○「条件制御」という視点をもって、実験計画
を考えるための支援が必要である。

○予想を立てる段階で、既習事項を児童と
一緒に振り返り、考えに生かせるようにす
る。
○予想を基に、調べたいことと、条件を変え
ないことが何かを明確にした上で、実験計画
を話し合うようにする。

○問題解決型の学習を繰り返し行う。自分の考え
を書いて発表する時間、考えを交流する時間を確
保する。
○自分の考えをノートに書く時間を確保し、全体
の場で発表したり、友達の考えと関連づけて考え
たりできるようにする。

第６学年

○観察や実験に進んで取り組むことができ
る。
○科学的思考については個人差が大きく、
事象を深く考え、そこから新しい疑問をもち
追求していこうとする児童は少ない。

○既習事項や日常体験を生かして予想を立
てるための支援が必要である。
○予想に対する考察をする場面で、よりよい
考えにまとめるための支援が必要である。

○予想する段階で、既習事項を児童と一緒
に振り返り、考えに生かせるようにする。
○規則性や性質の働きの違いなど、実験の
結果や気付きを全体で共有することで、より
妥当な考えを作り出し、表現できるようにす
る。

○問題解決型の学習を繰り返し行い、自分
の考えを書いて発表する時間、友達と交流
する時間を確保する。
○自分の考えをノートに書く時間を確保し、
全体の場で発表したり、友達の考えと関連
づけて考えたりできるようにする。



Ｒ２年度　授業改善プラン【生活】
児童の状況 指導についての課題 授業改善に向けての具体的な方策 言語活動の充実

第１学年

〇楽しく活動し、クラスの友達と関わりながら
活動している。
〇アサガオの世話や、虫の飼育活動を通し
て動植物に親しんでいる。
〇記録カードに絵や文で表現できることがで
きた。

〇自然に触れる機会を増やす必要がある。
○友達の意見につなげて発言できる基礎を
身に付ける必要がある。

〇校庭等外に出て、めあてに沿って自由に
体験活動を行う時間・環境を十分に確保す
る。
○つなげタイムで相互指名による話し合いを
行う。

〇体験活動と表現活動を交互に行い、次の
活動への意欲を高める。
○話し合いヒントカードを活用した相互指名
を行い関連付けて考える基礎を養う。

第２学年

○興味と親しみをもって野菜の栽培や、生き
物の飼育活動を行い、わかったことや気付
いたことをまとめ、発表することができた。
○町探検で身近な地域について調べてまと
め、発表することができた。

○児童の身近には、自然が少ないため、自
然に親しむ機会を増やす必要がある。

○自分の考えなどを表現することが苦手な
児童が多いため、伝え会う機会を増やして
いく必要がある。

〇校庭等外に出て、めあてに沿って自由に
体験活動を行う時間・環境を十分に確保す
る。

○町探検など、調べたことを様々な方法で
伝え合う経験を積み重ねていく。

○観察したことや体験したことを多様な人に
様々な方法で表現し伝え合える場を設定し、
言語活動の充実を図る。
○体験したことや調べたことを多様な人に
様々な方法で表現し、伝え合える場を設定
し、言語活動の充実を図る。

第３学年

第４学年

第５学年

第６学年



Ｒ２年度　授業改善プラン【音楽】
児童の状況 指導についての課題 授業改善に向けての具体的な方策 言語活動の充実

第１学年

○手拍子で拍を感じ取るなど楽しく活動をし
ている。

○曲を聴いて感じたことを言葉で表す時、言
えなかったり書けなかったりするので、鑑賞
の指導に力を入れる必要がある。

○体の動きを伴って聴いたり、音色やリズ
ム、強弱の変化を聴き取ったりする鑑賞活
動を積み重ねていく。

○楽曲を聴いて想像したことや感じ取ったこ
とを言葉で表し、楽曲や演奏のよさに気付く
ことができるようにする。

第２学年

○歌を歌うことが好きな児童が多い。
○楽器を使った学習に進んで取り組んだり、
打楽器で簡単なリズムを打ったりして演奏を
楽しんでいる。

○楽器の演奏技能の習熟は個人差が大き
いので、一斉指導を行いながら一人一人を
見取ってアドバイスをする時間を十分に取る
必要がある。
○曲を聴いて感じたことを言葉で表す時、言
えなかったり書けなかったりするので、鑑賞
の指導に力を入れる必要がある。

○基礎基本が定着するような授業を行うとと
もに、楽器の演奏について個別指導の時間
を確保する。

○体の動きを伴って聴いたり、音色やリズ
ム、強弱の変化を聴き取ったりする鑑賞活
動を積み重ねていく。

○楽曲を聴いて想像したことや感じ取ったこ
とを、言葉で表し、楽曲や演奏のよさに気付
くことができるようにする。

第３学年

○リコーダーの学習に意欲的に取り組んで
いる。
○よい響きを目指して、伸び伸びと歌ってい
る。

○発声やリコーダーのタンギング、運指など
の技能向上のため、一斉指導とともに個別
指導が必要である。
○自分の思いや意図をもって表現する学習
を組み立てていく必要がある。

○スモールステップで技能を身に付けること
ができるよう、学習を積み重ねるとともに、個
別指導の方法を工夫する。
○児童の思いを引き出せるような発問を工
夫する。

○表現や鑑賞の幅広い学習を通して、音楽
の要素や仕組みを理解し、自分の表現に生
かしたり、音楽をより深く聴いたりすることが
できるようにする。
○友達と互いに感じ取ったことや気付いたこ
とについて言葉で伝え合う活動を充実させ
る。

第４学年

○響きのある歌声に気を付け、伸び伸びと
歌っている。
○タンギングや楽器の奏法に気を付け、簡
単な合奏を楽しむことができる。
○意欲的に音楽活動に取り組み、表現する
ことを楽しむ児童が多い。

○歌唱・器楽・音楽づくり等の表現の技能向
上のために、一斉指導とともに個別指導が
必要である。
　
○自分の思いや意図をもって表現する学習
を組み立てていく必要がある。

○範唱や範奏、友だちの歌や演奏をよく聴
き、よい響きを感じ取って表現する活動を積
み重ねるとともに、表現の技能について個別
指導の方法を工夫する。
○児童の思いを引き出せるよう発問を工夫
する。

○表現や鑑賞の幅広い学習を通して、音楽
の要素や仕組みを理解し、自分の表現に生
かしたり、音楽をより深く聴いたりすることが
できるようにする。
○友達と互いに感じ取ったことや気付いたこ
とについて言葉で伝え合う活動を充実させ
る。

第５学年

○響きのある歌声で、簡単な二部合唱を楽
しむことができる。
○器楽合奏に意欲的に取り組む児童が多
い。

○自分の思いや意図をもって音楽をつくり上
げていく学習を充実させる必要がある。

○思いや意図を表現するための技能を身に
付けられるよう、一斉指導とともに個別指導
が必要である。

○音楽の仕組みや旋律の役割を理解した上
で音楽をつくり上げられるように、導入で曲
の仕組みや歌詞を確認する。
○表現の技能について、習熟に合わせた活
用を設定したり、個別指導の方法を工夫した
りする。

○音楽の要素や仕組みを理解し、友達の意
見を聞きながら演奏を仕上げたり、音楽をつ
くり上げたりする活動を充実させる。
○友達の多様な考えを知ることで、音楽をよ
り深く聴くことができるようにする。

第６学年

○響きのある歌声で、簡単な二部合唱を楽
しむことができる。
○器楽合奏に意欲的に取り組む児童が多
い。

○行事の取り組みのため、器楽合奏に時間
をかけがちになる。
○自分の思いや意図をもって音楽をつくり上
げていく学習を充実させるとともに、思いや
意図を表現するための技能を身に付けられ
るよう、一斉指導とともに個別指導が必要で
ある。

○計画的に、多様な活動を取り入れていく。

○音楽の仕組みや旋律の役割を理解し、思
いや意図をもって表現に生かしていくことが
できるような学習を積み重ねる。また、必要
な技能が身に付くよう、習熟に合わせた活動
や個別指導を工夫する。

○音楽の要素や仕組みを理解し、友達の意
見を聞きながら演奏を仕上げたり、音楽をつ
くり上げたりする活動を充実させる。
○友達の多様な考えを知ることで、音楽をよ
り深く聴くことができるようにする。



Ｒ２年度　授業改善プラン【図工】
児童の状況 指導についての課題 授業改善に向けての具体的な方策 言語活動の充実

第１学年

○楽しく意欲的に造形遊びに取り組む児童
が多い。お絵かき・折り紙・粘土を好む。
○自分で題材を決めたり、材料を選んだり、
作業に取りかかったりすることに時間がかか
る児童がいる。

○構想を練ったり、材料を準備したりする時
間を保障する必要がある。
○作品例を生かしながら児童の個性や創造
性を育てていく必要がある。

○児童のイメージを広げられるような素材の
準備に心がけ、参考作品の提示の仕方を工
夫していく。
○様々な表現方法での作品づくり、多様な
作品の鑑賞等の経験を増やしていく。

○題名・がんばったこと等を書く振り返りカー
ドを生かして、自分と友達の作品のよいとこ
ろを見つけ合う。

第２学年

○造形遊びに意欲的に取り組み、豊かな発
想で表現しようとする。
○水彩画では、絵の具を水で薄めて塗った
り、線からはみ出さずに塗ったりすることが
難しい児童もいる。
○はさみやのりをうまく使えない児童もいる。

○多様な活動を経験させるため、造形遊び
の素材を検討する必要がある。
○段階的に水彩絵の具指導を行う必要があ
る。
○他教科でも、はさみやのりを使用した活動
を取り入れていく。

○造形遊びでは、手や体を使う活動を多く取
り入れ、伸び伸びと表現できるようにする。
○水彩絵の具の使い方を段階的に丁寧に
指導する。
○はさみで切るときは紙を動かすことや、水
のりの出し方や量を体験を通して身に付け
ていく。

○描いたり作ったりしたものを楽しく見ること
を通して、感じたことを話したり、友達の話を
聞いたりすることができるようにする。
○作品のどんなところがよかったかを具体的
に書いたり、伝えたりする活動を取り入れ
る。

第３学年

○材料や道具に親しみ、楽しみながら表す
児童が多い。
○前学年までの積み上げがあり、発想の広
がりが見られる一方、困ったことを言い出せ
なかったり、時間の目安が伝わりにくかった
りする場面がある。

○自分の考えを大切にして進められる題材
を行うとともに、見通しをもって活動を行わせ
る必要がある。
○前年度の積み上げをより深め、水彩絵の
具などの技術指導を高める。

○幅広い材料体験をさせることで、個々の造
形への発想する力や構想する力を高める。
○初めて扱う道具が多いので、安全に使え
るよう運び方や置き方等の細やかな指導を
行い、お互いが気持ちよく造形できるように
する。

○作品の名札づくりやワークシートで、自分
の工夫したことなどを思い出して書く。
○作品をほめ合う活動を取り入れ、自分や
友達のよいところを書く。

第４学年

○自分の気持ちや思いを大切にして取り組
むことができる。
○絵の具や材料などに親しみ、楽しみなが
ら表す児童が多いが、表し方に自信がもて
ない児童がいる。

○さらに様々な材料や道具の経験を積み、
自分の感覚をより広げていける題材を経験
する必要がある。
○友達の表し方や考え方を受け入れるとと
もに、多様な表現を保証できる場の工夫が
必要である。

○幅広い材料体験をさせることで、造形への
発想力を高める。
○グループ活動の題材や、相互鑑賞がしや
すい題材を取り入れ、作りながら様々な考え
に触れられる機会を設ける。

○作品の名札づくりやワークシートで、自分
の工夫したことなどを視点に基づいて書く。
○作品をほめ合う活動を取り入れ、友達の
よいところを具体的に書く。

第５学年

○自分の気持ちや思いを大切にして取り組
むことができる。
○何事も意欲的で、発想の広がりがある一
方、早くあきらめてしまうこともある。

○経験や感覚に応じた内容の題材を提示す
る必要がある。
○個々の得意なことを考慮して、バランスよ
く材料を経験する必要がある。

○幅広い材料体験をさせることで、造形への
発想力を高める。
○初めて扱う道具は安全に使えるよう、持ち
方や姿勢などを意識できるようにする。

○活動後の振り返りで、自分の工夫したこと
などをカードにまとめる。
○友達や身近な作品を鑑賞して、言葉で話
したり、プリントに記入できるようにする。

第６学年

○造形活動に熱心で活気がある。
○自分の考えをもって活動できる児童が多
く、さらに友達の多様な考えを認め合える児
童も多い。
○見通しをもって進めるのが難しく、ペース
がゆっくりになってしまう児童がいる。

○失敗を肯定的に受け入れて、お互いに励
まし合いながら進める必要がある。
○自分の考えや価値観だけにとらわれず、
さらに様々な表し方を知る必要がある。

○自己決定の場面が多い題材を行う事に
よって、クラスで相談し合い、失敗を生かした
り成功を分かち合ったりする雰囲気づくりを
進める。
○相互鑑賞活動の充実を図る。

○作品についての説明を記入することで、自
分の取り組みを言葉に表せるようにする。
○鑑賞で、感じたことを言葉に表す場を設け
たり、発言したことを広げて、さらなる発見を
見つけたりする。



Ｒ２年度　授業改善プラン【家庭】
児童の状況 指導についての課題 授業改善に向けての具体的な方策 言語活動の充実

第１学年

第２学年

第３学年

第４学年

第５学年

○意欲的に学習に取り組む姿が見られ、学
んだことを家庭で実践する児童が多い。
○裁縫の学習において、個による技能の違
いが大きい。

○学習で身に付けた知識や技能を忘れない
ために、家庭で実践する機会を設け、家庭と
連携した指導をする必要がある。
○学習課題につまずいた際に、自分の力で
解決ができるようなワークシートや資料を用
意する必要がある。

○近隣の人々や身近な環境とのかかわりを
考えさせるとともに、家庭生活について見直
しをする学習時間を増やし、生活をよりよくし
ようと工夫する力を身に付けられるようにす
る。
○ワークシートや用意した資料がわかりや
すいものだったかどうか、教員が把握するた
めに、児童の振り返り項目を作り、授業改善
に役立てる。

○言葉や図表，概念などを用いて自分の考
えを説明したり，表現したり，話し合ったりす
る学習活動を充実させる。

第６学年

○意欲的に学習に取り組む姿が見られ、学
んだことを家庭で実践する児童が多い。
○調理や掃除など、家庭での生活経験の差
が大きい。

○学習で身に付けた知識や技能を忘れない
ために、家庭で実践する機会を設け、家庭と
連携した指導をする必要がある。
○学習課題につまずいた際に、自分の力で
解決ができるような板書を心がける。

○近隣の人々や身近な環境とのかかわりを
考えさせるとともに、家庭生活について見直
しをする学習時間を増やし、生活をよりよくし
ようと工夫する力を身に付けられるようにす
る。
○板書や資料をもとに、児童同士が教え合
えるように促す。

○実技の学習で感じたことは共通体験のた
め共感しやすいので、ふり返りなどを共有す
る場面を設けてよりよい学びへつなげる。



Ｒ２年度　授業改善プラン【体育】
児童の状況 指導についての課題 授業改善に向けての具体的な方策 言語活動の充実

第１学年

○体を動かすことを好み、進んで運動しよう
とする児童が多い。
○投げる、捕るという動作や、鉄棒運動など
は、個によって動きの習得に違いがある。

○分かりやすいゲームづくり、勝敗にこだわ
りすぎないルールづくりが必要である。
○個による技能の違いに対応した練習時間
の確保が必要である。

○一人一人がめあてを意識して運動に取り
組めるように、学習カードを活用する。
○運動に対して苦手意識のある児童も楽し
める容易な運動や場を設定する。

○運動をしているときに、励ましの言葉か
け、よい点を伝えるなど互いのよさを言葉に
するように促す。
○振り返りの時間を設け、児童同士で声か
けや励まし合いができるようにする。

第２学年

○体を動かすことが好む児童が多い。勝敗
にこだわる児童もいる。
○走る、跳ぶという動作や、鉄棒を使った運
動などは、個によって動きの習得に違いが
ある。

○勝敗にこだわりすぎない態度の育成が必
要である。
○楽しみながら、進んで運動に取り組めるよ
うにしていく必要がある。
○友達へのアドバイスの時間を取り入れて
いく必要がある。

○勝敗だけでなく友達の動きのよさに目を向
けられるように指導していく。
○スモールステップで学習を進め、動きの高
まりを実感できるようにする。
○友達と認め合いながら練習し、動きを高め
る活動を設定する。

○運動をしているときに、励ましの言葉か
け、よい点を伝えるなど互いのよさを言葉に
するように促す。
○振り返りの時間を設け、児童同士で声か
けや励まし合いができるようにする。

第３学年

○進んで運動をする児童と運動を好まない
児童がいる。
○学習のめあてを指導者が投げかけると、
それに向けて進んで取り組む。
○個による技能の習得に差が大きい。

○自分でめあてをもって取り組み、互いに見
合ったり励まし合ったりする時間や場を設定
する必要がある。
○個に応じた指導や基礎的な技能の習得に
十分時間をとることが必要である。

○学習カードを活用し、自分のめあてを明確
にもたせて、技能が向上することの楽しさや
大切さを感じることができるようにする。
○技能習得の段階に応じた場の設定や指
導を増やし、技能の高まりを実感できるよう
にする。

○振り返りの時間を設け、児童同士で声か
けや励まし合いができるようにする。
○学習カードを活用して、ゲームの型に応じ
た簡単な作戦を立てたり、考えたことを文章
に表したりする。

第４学年

○運動をすることが好きで、進んで運動に取
り組む児童が多い。
○工夫をしながら取り組む児童が少ない。

○ねらいを明確に伝えて、目的意識をもった
運動にする必要がある。
○工夫をしながら運動に取り組めるようにす
る必要がある。

○めあてを毎回確認し、振り返る。
○スモールステップで技能を習得できるようにし、
自信をもてるようにする。
○指示を分かりやすくするとともに、資料の提示
や児童同士で動きを見合う時間など多様な方法
で技能ポイントの理解を図れるようにする。

○振り返りの時間で、めあてについて振り返
るとともに、児童のよい動きやアドバイスを
発表し、認め合えるようにする。
○学習カードを活用して、運動の行い方や
ルールを工夫する力を伸ばすようにする。

第５学年

○進んで体を動かし、運動を好む児童が多
い。
○個々の技能の習得の度合いの違いがあ
り、苦手意識をもっている児童がいる。

○目的を理解せずに運動を行っていること
があるため、運動の意図を明確にし、児童に
伝える必要がある。
○児童が着実に技能を習得できるようにす
る必要がある。

○指示を分かりやすくするとともに、それぞ
れの運動のねらいを伝え、それを理解して
学習を進められるようにする。
○スモールステップで学習を進めるととも
に、資料の提示や児童同士で動きを見合う
時間など多様な方法で技能の習得を図れる
ようにする。

○学習カードを活用して、みんなで話し合い
ながら運動の行い方やルールを工夫する力
を伸ばすようにする。
○振り返りの時間で、友達のよい動きやアド
バイスを発表し、認め合えるようにする。

第６学年

○進んで体を動かし、運動を好む児童が多
い。
○個々の技能の習得の度合いに違いがあ
り、苦手意識をもっている児童がいる。

○児童への指示を明確にする必要がある。
○児童が苦手意識をもたないよう、着実に
技能を習得できるようにする必要がある。

○指示を分かりやすくするとともに、それぞ
れの運動のねらいを伝え、それを理解して
学習を進められるようにする。
○スモールステップで学習を進めるととも
に、資料の提示や児童同士で動きを見合う
時間など多様な方法で技能の習得を図れる
ようにする。

○学習カードを活用して、みんなで話し合い
ながら運動の行い方やルールを工夫する力
を伸ばすようにする。
○振り返りの時間で、児童のよい動きやアド
バイスを発表し、認め合えるようにする。



Ｒ２年度　授業改善プラン【外国語活動（３・４年）・外国語（５・６年）】
児童の状況 指導についての課題 授業改善に向けての具体的な方策 言語活動の充実

第１学年

第２学年

第３学年

○対話やゲームなど一つ一つの活動に進ん
で取り組み、外国語活動に親しんでいる。
○ALTとのコミュニケーションにも積極的に
挑戦しようとする児童が見られる。

○単語の意味が分からないと会話が止まっ
てしまうので、前後の文脈やジェスチャーな
どでコミュニケーションをつなげられるように
したい。
○対話には親しめている一方、高学年での
外国語に向けて知識面への導入を意識して
指導していく必要がある。

○教科書の表現を例にしながら、色々な単
語を英語で表現できるように、語彙力を高
め、外国語でのコミュニケーションの素地を
養うことができるようにする。
○状況に応じて書く活動を多く取り入れるこ
とで、知識の定着につなげられるようにす
る。

○対話や発表等、音声活動を可能な限り取
り入れることで、英語によるコミュニケーショ
ンに慣れていけるようにする。
○チャンツやゲームなどを通して楽しみなが
ら英語の表現を覚えられるように活動を取り
入れる。

第４学年

○対話やゲームなど一つ一つの活動に進ん
で取り組み、外国語活動に親しんでいる。
○ALTとのコミュニケーションにも積極的に
挑戦しようとする児童が見られる。

○単語の意味が分からないと会話が止まっ
てしまうので、前後の文脈やジェスチャーな
どでコミュニケーションをつなげられるように
したい。
○対話には親しめている一方、高学年での
外国語に向けて知識面への導入を意識して
指導していく必要がある。

○教科書の表現を例にしながら、色々な単
語を英語で表現できるように、語彙力を高
め、外国語でのコミュニケーションの素地を
養うことができるようにする。
○状況に応じて書く活動を多く取り入れるこ
とで、知識の定着につなげられるようにす
る。

○対話や発表等、音声活動を可能な限り取
り入れることで、英語によるコミュニケーショ
ンに慣れていけるようにする。
○チャンツやゲームなどを通して楽しみなが
ら英語の表現を覚えられるように活動を取り
入れる。

第５学年

○対話やゲームなど一つ一つの活動に進ん
で取り組み、外国語に親しんでいる。
○基礎知識の有無でALTとのコミュニケー
ションに後ずさりになる児童が見られる。

○単語の意味が分からないと会話が止まっ
てしまうので、前後の文脈やジェスチャーな
どでコミュニケーションをつなげられるように
したい。
○対話には親しめている一方、知識面の定
着を意識する必要がある。

○単語にしづらい言葉に関しては、ジェス
チャーやイラストなどでコミュニケーションが
つなげられるようにする。
○状況に応じて書く活動を多く取り入れるこ
とで、知識の定着につなげられるようにす
る。

○対話や発表等、音声活動を可能な限り取
り入れることで、英語によるコミュニケーショ
ンに慣れていけるようにする。
○チャンツやゲームなどを通して楽しみなが
ら英単語を覚えられるように活動を取り入れ
る。

第６学年

○対話やゲームなど一つ一つの活動に進ん
で取り組み、外国語に親しんでいる。
○基礎知識の有無でALTとのコミュニケー
ションに消極的な児童が見られる。
○アルファベットを書く力に個人差がある。

○単語の意味が分からないと会話が止まっ
てしまうので、前後の文脈やジェスチャーな
どでコミュニケーションをつなげられるように
したい。
○対話を親しめている一方、知識面の定着
を意識する必要がある。

○単語にしづらい言葉に関しては、ジェス
チャーやイラストなどでコミュニケーションが
つなげられるようにする。
○状況に応じて書く活動を多く取り入れるこ
とで、知識の定着につなげられるようにす
る。

○対話や発表等、音声活動を可能な限り取
り入れることで、英語によるコミュニケーショ
ンに慣れていけるようにする。
○チャンツやゲームなどを通して楽しみなが
ら英単語を覚えられるように活動を取り入れ
る。



Ｒ２年度　授業改善プラン【総合】
児童の状況 指導についての課題 授業改善に向けての具体的な方策 言語活動の充実

第１学年

第２学年

第３学年

○体験活動的な課題に対して、意欲的に取
り組む児童が多い。
○課題が提示された場合、理解して解決の
ための手段を思考する時間や、まとめて表
現する能力は個人による違いがある。

○児童それぞれが自分の学習課題や解決
の道筋を見出すには、かなりの時間を確保
する必要がある。
○全体の課題と個々の学習活動のつながり
を明確にする、指導・支援の必要がある。

○体験活動を十分行い、自分の学習課題につ
いての先行体験を豊かにする。必要に応じて、
個別に学習課題に関する指導・支援を行う。
○「全体の課題把握→自分の課題選択→情報
収集→整理・分析→まとめ・表現」という学習の
流れが分かりやすくなるように学習カード等を
工夫する。

○自分の学習の結果に加え、経過や友達の
意見を正確に記録できるようにする。
○お互いの発言を認め合う機会を多く設け、
表現することへの意欲を引き出す。

第４学年

○調べ学習に進んで取り組むことができる
児童が多い。
○集めた情報を整理･分析する場面では、
個々の技能および意欲の違いが大きい。

○学習場面での、個々の取り組み方の違い
が大きい。
○自分の意見をもちづらい児童がいる。

○授業のめあてを明確にし、掲示すること
で、目的意識をもって活動に取り組めるよう
にする。
○単元デザインパネルを活用することで、学
習の見通しやゴールイメージをもたせながら
学習を進める。

○探究的な学習の各段階で「思考ツール」を
活用する。
○総合ノートを活用し、振り返りの時間を充
実し、体験や活動を言語表現につなげてい
く。

第５学年

○自分たちで課題を設定し、課題に取り組
む時間であるという意識が少しずつ高まって
きた。
○調べ学習に意欲的に取り組むことはでき
ている一方、まとめ・表現の内容に差が見ら
れる。

○課題意識の高さの違いで学習意欲に差が
あるので、学級全体で意欲を高めていく必要
がある。
○調べ学習の目的をより明確にすることで、
後の活動に効率よくつなげていけるような組
み立てにしていく必要がある。

○クラス全体で具体的なゴールイメージを共
有し、必要なことに意欲的に取り組んでいけ
るようにする。
○調べる活動を行う前段階で、「何のため
に」調べるかという目的を明確にする。

○探究的な学習の各段階で「思考ツール」を
活用し、話し合い活動を視覚化し、活性化を
図る。
○ノートを活用し、振り返りの時間を充実さ
せ、体験や活動を言語表現につなげていく。

第６学年

○自分たちで課題を設定し、ゴールに向け
て活動を話し合い、実行する流れが定着し
ている。
○調べ学習に意欲的に取り組むことはでき
ている一方、ホームページなどから必要な情
報を取り出す力には個人差が見られる。

○活動を話し合う段階で、対象や目的など、
決め手となる話し合いの視点を児童から出
させることで、より主体的な話し合いになるよ
うにする。
○調べ学習の目的をより明確にすることで、
後の活動に効率よくつなげていけるような組
み立てにしていく必要がある。

○単元デザインの設定から自分たちで行っ
てゴールイメージを共有する。
○調べる活動を行う前段階で、「何のため
に」調べるかという目的を明確にし、分から
ない言葉はさらに調べるように促す。

○探究的な学習の各段階で「思考ツール」を
活用し、話し合い活動を視覚化し、活性化を
図る。
○ポートフォリオを作り、振り返りの時間を充
実させ、体験や活動を言語表現につなげて
いく。


