小平市立小平第十二小学校 授業改善推進プラン
【第１学年】
指導方法の課題
国語

具体的な授業改善策

発展的・補充的な指導計画

○読み物教材で、内容を正しく理解

○音読を取り入れることで、目・耳・口の

○読書の時間を活用し、様々な文章

させるための指導。

感覚を使って、内容を理解するための素地

に触れさせる機会を増やすととも

を作る。段落や場面ごとに大事な言葉を手

に、読み聞かせも積極的に取り入れ

掛かりにしながら、挿絵なども活用し、読

る。読書量を増やすことで自ら読み

みを深める。また、理解しやすい話し方を

取る力を向上させる。

工夫する。
○自分の思ったことを語尾までしっ

○様々な形態で話す場面を多く設定し、話

○話す時の手助けになる話型や声の

かりと話す、話を最後まで聞くなど、 すことに自信をもたせる。また、話し方・

大きさ、話の聞き方を掲示し、継続

話し方・聞き方を身に付けさせるた

聞き方を継続的に指導する。

的に練習を積み重ねていく。

○読んだり書いたりする機会を多く設定す

○字形、書き順を意識させた視写の

音、半濁音などを含む）やカタカナ・ る。特に、ノートやワークシートなど、書

機会、朝学習や家庭学習を通して繰

当該学年の漢字などの書き方を身に

く活動を授業の中で取り入れ、練習を積み

り返し練習する機会を多く取り入れ

付けさせるための指導及び個別の支

重ねる。身に付いていない書き方に関して

る。

援。

は、ワークシート等を用い、丁寧に指導す

めの指導。
○ひらがな（促音、拗音、長音、濁

る。
○経験したことなどを思い出し、簡

○視写や、穴埋め形式等で文を書く練習を

○短作文や日記等に取り組み、気持

単な文章を書かせるための指導及び

通し、基本的な文型を身に付けさせる。

ちや様子を表す練習を積み重ねてい

個別の支援。

算数

く。

○数の分解・合成を理解させるため

○ブロック操作等、具体物と対応させなが

○具体物の操作では、手を動かすだ

の指導及び個別の支援。

ら、数の概念が定着していくようにしてい

けでなく、丸などを描いて表したり、

く。また、ＴＡや講師と連携し、個別指導

相手に伝わるように自分の言葉で話

の時間を確保していく。

したりしながら操作できるよう繰り
返し指導する。

○加法や減法の意味を理解させるた

○問題文中の「分かっていること」「問わ

○家庭学習を促しながら、計算練習

めの指導及び個別の支援。

れていること」を確認する。また、数多く

の時間を多くとるようにする。

の問題を解くことにより、立式のパターン
を覚えさせる。

生活

○計算の技能を生かして文章題を解

○自分の言葉で問題を作り児童同士で解く

くための指導及び個別の支援。

活動を取り入れることで、文章題の意味の

○児童の興味・関心を高める指導。

理解を定着させる。

○身の回りの動植物に対して興味・

○校庭や地域の自然に触れさせ、周りの様

○定期的に観察することで、成長の

関心を高めるための指導及び個別の

子に気付くような声掛けをし、興味を広げ

様子を実感させるため、年間を通し

支援。

させる。また、季節の変化にも目を向けさ

て自然に多く触れさせる。

せる。
○観察カードの絵や文章のかき方を

○見たこと、感じたことを絵や言葉で表現

○観察カードは教室に掲示し、友達

身に付けさせるための指導及び個別

する活動を多く取り入れる。

の作品がいつでも見られるようにし

の支援。
○「もっと知りたい。」「もっと調

ておく。
○観察カードを互いに紹介したり、VTRで紹

〇単元に応じた資料を教室に用意

音楽

べたい。」という意欲を喚起する指

介したりすることで、もっと知りたいとい

し、いつでも児童が調べられるよう

導。

う意欲を高める。

にする。

○拍の流れを感じながら、リズム打

○足や手など、体をたたいたり楽器を用い

○簡単なリズム打ちや階名がわかる

ちができるようにするための指導。

たりしてリズム打ちをし、楽しくリズムの

ようになるまで繰り返し指導する。

感覚を体感させるようにする。

○リズム楽器を使った音楽遊びを継
続的に設定し、リズム感覚を身に付
けさせる。

図工

○課題やめあてを十分に理解させる

○児童のイメージが広がるようにアイデア

○作品を掲示することにより、鑑賞

ための指導及び個別の支援。

を紹介したり作例を提示したりする。

の場を設け、次の題材の意欲につな

○（言語によるコミュニケーションを通し

げていく。

て、）形や色の感じ、そこから生まれるイ
メージをより明確にもち、豊かにできるよ
うにする。
○さらに意欲的に取り組ませるため

○各種コンクールへの積極的な参加

の指導。

を促す。

○切る・折る・貼る・描くなど、技

○実演することで、視覚的にとらえさせる

○授業以外の時間も活用し、個別の

能面の指導及び個別の支援。

とともに基礎的な知識や技能が身に付けら

指導を行う。

れるように、繰り返し指導していく。

体育

○固定施設を使った運動に、意欲的

○ゲームや様々な動きをする中で、ぶら下

○固定施設の安全な使い方やルール

に取り組ませるための指導。

がることや、上ること、体を支えることに

を丁寧に指導し、休み時間にも自主

慣れていくことで抵抗がなくなるような活

的に取り組めるようにする。

動を取り入れる。
○苦手な運動に対して最後まで挑戦

○児童一人一人の運動の様子を見取り、励

○日常的に取り組める運動や動きを

しようとする意識を高める指導。

ましていく。また、一人一人のめあてに応

示し、運動に親しめるようにしてい

じた活動を考え、させていく。

く。

○投げる、捕るなどの技能を高める

○ボール投げ・ボールけりなどゲームを通

ための指導。

してボール運動に親しむようにする。

○運動の習熟度に応じ、個々の体力

○運動量を多くし、体つくり運動や走る運

○「なわとびカード」や「マラソン

向上を意識した指導。

動に重点をおく。また、年間を通して取り

カード」を活用し、自分の体力に関

組むことで体幹を鍛えさせる。

心をもたせる。

○目標をもって運動ができるよう学習カー
ドを工夫する。振り返りも大切にする。

道徳

○運動を通して規範意識の高めるた

○いろいろなゲームを経験させルールを守

めの指導。

って運動する楽しさを感じさせる。

○あいさつなどの基本的な生活習慣

○「考える」発問を精選・工夫する。

を身につける指導。

○大型テレビ等を活用し資料提示の仕方を

○社会生活上のきまりを身に付け、

工夫する。

○役割演技やペープサート、吹き出

善悪を判断できる指導。

○様々な形態での話し合い活動等を取り入

し、ワークシートの活用など、多様

れ、登場人物の気持ちをより深く考えられ

な学習の仕方を工夫していく。

るようにする。

○友達と意見交流する時間を設定す
る。

○毎時間、振り返りを行うとともに、学習

○児童の振り返りやファイリングし

で使ったワークシートをファイリングして

たワークシートを評価・授業改善に

いく。

生かす。

小平市立小平第十二小学校 授業改善推進プラン
【第２学年】
指導方法の課題
国語

具体的な授業改善策

発展的・補充的な指導計画

○物語などの内容を正しく読み取り

○内容理解のためにサイドラインを引いて

○正しい読みができる練習として、

理解させるための指導

大切なところに注目できるように指導す

指示語が指す言葉探し等の問題に取

る。

り組ませる。
○楽しんで読書をするために、読み
聞かせを定期的に行う。

○話す速さや間、強弱に気を付け、

○順序を表す言葉を意識させ、定着を図る。 ○教科書教材は内容や文章のまとま

事柄の順序を考えながら話をする指

り、速さや間、強弱に気を付けさせ、

導

読ませる。
○音読の宿題は、毎日行わせる。

○短い文章を正しく書かせるための

○くっつきの「は」「を」「へ」の使い方、 ○毎週末に日記の宿題を取り組ま

個別の指導及び支援

促音、拗音、長音などを文章の中で正しく

せ、気持ちや様子を表す練習を積み

使えるように、ワークシート等を用い、丁

重ねていく。

寧に指導する。
○順序を整理し、簡単な構成を考え

○順序を表す言葉を使いながら、メモから

て文章を書き、表現する力を付ける

文章を組み立てていく。誰でもわかりやす

指導

いように文の型が書かれたワークシートを
活用する。

○大事なことを落とさないように聞

○発言者に感想や質問を伝える時間を設

○聞き手が感想や質問を伝えること

く指導

け、聞く姿勢やポイントを理解させていく。 で、学びを深める。

○画数の多い漢字、形の似ている漢

○新出漢字は、書き順や読みを一字一字丁

字を習熟させるための指導

寧に確認する。新出漢字を用いた熟語や文

○毎日漢字学習・練習を取り入れる。

を考えさせる。

算数

○苦手とする児童が多い単元「長

○苦手単元では、具体的な操作や計算方法

○習熟度の低い児童には、特に具体

さ」、「時間と時刻」の指導

を繰り返し行わせる、習熟度別指導を生か

物の操作を繰り返し行わせる。

しながら、確認のテストをするようにする。 ○生活の中で、時計や長さを意識さ
また、具体物や数カードを活用し指導を行

せて指導を行う。

う。
○かけざん九九の定着の徹底

○九九カードや九九合格証を活用し、意欲

○十二小タイムや家庭学習を活用し

的に学習できるようにする。

てかけ算九九の定着や基礎的な四則
演算の定着を図る。
○九九テストを実施し、個人個人の
定着状況を細やかに確認していく。

○問題文を正しく読み取り、立式す

○問題を把握するために、「求めたいこと」

る力を付けるための指導

「分かっていること」を整理し、黒板に色
分けなどをして示すようにする。児童も教

科書等の問題文にラインを引く習慣を付け
る。
○思考力・表現力・判断力を高める

○本時の内容と既習の内容を比較させ、児

ための指導

童自ら課題を見いだすことができるように
する。
○自力解決や集団検討の場面では、簡単な

○習熟度の低い児童には、教師の助

図や式、言葉を用いて、自分の考えをわか

言やヒントカードを提示して自力解

りやすくまとめ、互いに発表し合う機会を

決ができるように支援する。

多く設ける。

生活

○身の回りの人々や動植物に興味・

○野菜や植物の栽培を通して、育てる喜び

○気付きや楽しかったことを表現し

関心を持たせ意欲を高める指導

を味わったり、季節ごとに変化する生き物

たワークシート・模造紙などは教室

や植物に興味をもったりできるよう指導す

内に掲示し、互いに見合えるように

る。身近な自然を観察・飼育し、気付いた

する。

ことや疑問をカードに記録する。
○観察カードの絵や文章のかき方を

○町たんけんを通して、身近な人々や自然

身に付けさせるための指導及び個別

と関り、言葉や絵などを通して気がついた

の支援

ことを表現させていく。

○「もっと知りたい。」「もっと観

○観察カードを紹介することで、「自分も

察したい。」という意欲を喚起する

やってみよう。」という意欲を高める。

指導

音楽

○拍の流れを感じながら、リズム打

○適切な範唱用CD などにより、美しい声に

○音符や休符の名前を覚え、簡単な

ちができるようにするための指導

関心をもたせる。

リズム打ちや階名唱をできるように
する。

図工

○常時活動でリズム遊び・音遊びを取り入

○様々な打楽器に触れ、名前を覚え、

れ、楽しみながら基礎的な能力を高める。

奏法を習得する。

○絵を描いたり工作をしたりする活

○児童の作品を適切な場面で紹介し、表現

○より高い技能を知るため、具体物

動への意欲を高め、個々に応じた絵

のよさを感じ、高め合うようにする。

や作品例を提示するようにする。

画表現の力を付ける指導

○互いのよさを認め合えるような鑑
賞の場を設けたり、掲示の仕方を工
夫したりする。

○切る・折る・貼る・描くなど、技

○切る・貼る・折るなどの基本動作が確実

能面の指導及び個別の支援

に身につくように繰り返し指導する。

○自らの表現に対して自信をもつこ

○言葉かけによって自信を付け、参考例を

○多角的に作品をとらえ、様々な感

とができない児童への指導

示して表現の選択肢をひろげる指導を行

じ方があることを示す。

う。

体育

○勝敗を素直に受け入れる指導

○学習カードを用いて学習の終わりに振り
返りをし、よさを認め合ったり、励まし合
ったりする。

○様々な運動遊びを通して、様々な

○多様な動きを取り入れ、経験させること

○準備運動後に、体つくり運動（体

動きを身に付け、体力を向上させる

によって、基礎感覚を身に付ける。

ほぐし運動やバランス等）を取り入

指導

れていく。

道徳

○あいさつなどの基本的な生活習慣

○教材の世界に入りこめるよう教材提示の

○タブレットを活用した教材提示や

を身に付けるための指導

仕方を工夫する。

紙芝居、ペープサート等を用いた教

○社会生活上のきまりを身に付け、

○ねらいに的確にせまるための発問を工夫

材提示を行う。

善悪を判断できるための指導

する。
○登場人物の心の変化が分かりやすいよう

○心情グラフや心メーターを活用

に板書計画を工夫する。

し、登場人物の心の葛藤が分かりや
すいようにする。

○毎時間、振り返りを行うとともに、学習

○児童の振り返りやファイリングし

で使ったワークシートをファイリングして

たワークシートを評価・授業改善に

いく。

生かす。

小平市立小平第十二小学校 授業改善推進プラン
【第３学年】
指導方法の課題
国語

具体的な授業改善策

○読解力、表現力を身に付けるため

○読む活動では、必要に応じてサイドライ

の指導

ンを引くよう指導する。また、図書の時間

発展的・補充的な指導計画

や読書旬間を使って、十二小推薦図書をは
じめ、いろいろな本を読むよう声かけをし、
自ら読み取る力を付けさせる。
○伝えたいことをわかりやすく書く

○文章を書く作業を多くするとともに、最

○授業だけでなく様々な場面や家庭

力を付けるための指導

後まで確実に取り組ませる。感情を表す言

学習を活用して、言葉や文で表現させ

葉や様子を表す言葉を学ばせ、文章の中で

る機会を増やし、個に応じた言語指導

使えるようにさせる。

や作文指導をする。

○意味のあるまとまり（段落）で文章が書

○授業のまとめや行事の感想など

けるようにする。

様々な場面で書く時間を確保する。
○作文の宿題を計画的に出し、個に応
じた指導をする。

○要点をとらえて話す力と聞く力を

○話す活動を多く取り入れる。聞いている

○音読カードを活用した音読の宿題

付け活用させるための指導

人を意識させ、具体的な話ができるように

を毎日習慣付ける。

助言する。また、音読を継続的に取り入れ、
適切な声で教材文を読む時間を確保する。
○語彙を増やすための指導

○辞書での熟語探しや、語句の意味調べな

○漢字の成り立ち、熟語、短文作り等

ど、辞書に触れる機会を増やす。

の継続的な指導を行う。ドリルを活用
した家庭学習を毎日行う。

○新出漢字の定着を図るための指導

○漢字は繰り返し書いて習得させる。

○家庭にも漢字の小テストの結果を
見てもらうようにし、家庭と協力して
漢字学習に取り組めるようにする。

社会

○一人一人が興味や関心をもって取

○児童が学習内容を身近に感じるよう生活

○具体的な資料（地図や写真）を活用

り組める指導

に関連する具体物等を用いて指導の工夫を

する機会を増やす。

する。
○知識や技能（地図の見方や資料の

○写真や地図等の視覚的教材を活用し、イ

○地図記号をカードとして教室に常

読み取りなど）を獲得させるための

メージを膨らませて学習に励むよう工夫す

備し、授業の導入等で継続的に活用し

指導

る。

習得を図る。

○学習のねらいをはっきりさせ、身

○活動する前に、目標を明確に提示するこ

○校外でも自ら進んで学ぼうとする

に付ける力を明確にした指導

とで、自ら学ぼうとする意欲を高める。

意欲をもてるよう指導する。

○地域での体験的な活動や見学を積極的に

○学習したことを新聞等で表現する

行い、学べるよう工夫する。

力を付けさせる。

算数

○わり算の計算方法を定着させるた

○授業ではスキルノートやプリントを活用

○授業の５分間に百マス計算や九九

めの指導

し、繰り返し学習させることにより、計算

の確認などを行い、基礎的な四則演算

力の定着、向上に努める。

の定着を図る。

○「時間」の概念や時間の和を求め

○時計や球の模型などの具体物を用いるこ

○視覚的教材を活用し、分かりやすい

る問題を理解させる

とにより、児童にとってわかりやすい授業

授業を行うとともに、反復練習させ基

○円と球についての理解やコンパス

に努める。

礎の定着に努める。

で円を正確にかくための指導及び支
援
○問題を解く場面では、「求めたいこと」
「分かっていること」を整理し、黒板に色
分けなどをして示すようにする。
○学習内容を確実に定着させるため

○習熟度別学習を生かし、個に応じた指導

○毎日の家庭学習にスキルノートを

の個別指導

を行う。また、簡単な図や計算、言葉を用

活用し、学習している単元の復習・定

いて、自分の考えを分かりやすくまとめる

着を早期に図るようにする。

機会を多く設ける。

理科

○課題を身近に感じさせ、興味・関

○どの児童も共通してもっている生活体験

○日常の生活に関連していることを

心をもって取り組ませるための指導

から個々が興味をもって取り組めるような

押さえ、授業だけで学習が終わらない

導入・展開の工夫を行う。

ように発展的な学習につなげる。ま

○アゲハやモンシロチョウの観察を通し

た、育てた昆虫は休み時間や登下校時

て、昆虫の成長を学ぶ。

にも見るよう声掛けを行う。

○観察したことから考える「考察力」 ○観察の視点を事前にしっかりと押さえ、

○関連した視聴覚教材を取り上げる

を身に付けさせるための指導

実物をしっかり見た上での気付きを全体に

機会を多くつくり、同じところや違う

広げたり、観察対象を正確に見て描いてい

ところに気付き、知識を深めるととも

る児童の絵を取り上げたりして、何をどの

に、自分で調べてみたいという気持ち

ようにかけばいいのか観察の基礎を身に付

を育てる。

けさせる。また、「これからどうなるのか」
「なぜそうなったのか」を問いかけ、考え
る視点を与える。

音楽

○拍の流れを感じながら、リズム打

○適切な範唱用CD などにより、美しい声に

○児童が主体的に学び、技能に合わせ

ちができるようにするための指導。

関心をもたせる。

て練習ができるようにするため、難易
度に幅をもたせた教材を開発する。

○常時活動でリズム遊び・音遊びを取り入

○階名や休符、音符の名前を覚えるた

れ、楽しみながら基礎的な能力を高める。

めにカードや学習プリントを取り入
れて、楽譜を読むことに興味をもたせ
る。

図工

○意欲的に、自由な表現をし、粘り

○児童のイメージが広がりやすくなるよう

○より高い技術を得るため、作品例や

強く最後まで活動させるための指導

な声かけや、作品例を提示する。

友達の作品を提示する。

○一人一人に作品のよさや課題を話し、意

○作品を掲示することにより、鑑賞の

欲を高めていくようにする。

場を設ける。

○課題を捉えて、表現させるための

○制作時間のかかる作品については、使う

○個別学習が必要な児童は、授業以外

指導及び個別の支援

用具や描画材料の提示を工夫し、意欲が持

の時間を活用する。

続するようにする。

体育

○表すものが同じに固定されてしま

○造形遊びで経験値を増やしたり、あえて

○友達の作品を鑑賞する際、見て欲し

う児童への指導

固定概念を覆すような課題を与えたりす

いポイントを伝え、様々なものの見方

る。

ができるように工夫していく。

○一人一人の安全と適切な運動量を

○笛の合図の指示を理解し、集団行動のル

○能力別に支援したり、課題別に取り

確保した指導

ールを徹底できるようにする。

組める場を用意したりして個々の力
に応じて取り組めるようにする。

○運動内容に合った「めあて」を意

○毎時間のめあてを確認し、課題をもって

○動きが段階的になるように、スモー

識して、話し合いをもとに協力しな

取り組ませる。また、授業の終末では本時

ルステップでレベルを上げていく。

がら学習していく力を身に付けさせ

の振り返りを取り入れる。動きのポイント

る指導

を明確にする。
○指示や発問を簡潔でわかりやすい言葉で
伝えるようにする。
○グループで取り組む活動では、チームタ
イムを設け、適切な距離をとって話し合い

○児童同士で適切な距離をとって学

をさせる。その際、話し合う視点について

び合う場を取り入れ、能力が違って

伝える。

も、それぞれの立場で満足感が味わえ
るようにする。

道徳

○集団や社会のきまりを守り、身近

○ねらいに的確にせまるための発問を工夫

○授業で使ったワークシートなどは、

な人々と協力し、助け合う態度を身

する。

ファイリングして振り返ることがで

に付ける指導

きるようにしていく。
○児童が自分を振り返る時間や、交流し合

○朝の会や帰りの会で、自分の行動や

う時間を確保する。

周りの人にしてもらったことなどを

○児童が安心感をもって意見を発表できる

振り返る機会を確保していく。

雰囲気を整えていく。

小平市立小平第十二小学校 授業改善推進プラン
【第４学年】
指導方法の課題
国語

○読解力、表現力を高める指導

具体的な授業改善策

発展的・補充的な指導計画

○国語への意欲を高めるための手立てをす

○読書マラソン、図書の時間を活用

る。考えさせる時間を確保し、達成感など

して、幅広いジャンルの読書の定着

を味わえるようにする。

を図る。
○家庭学習では、授業と連携するた
め、継続的に音読に取り組み、日常
の授業との関連性を図る。授業では、
様々な方法で一人一人の音読の力を
高める。

○「書く」ための基礎・基本となる

○「書く」ときには、言いたいことを明確

○自分の思いや考えが相手に伝わる

力を身に付けさせる指導

化し、文の組み立て、構成など基本的なこ

ように、書く内容の文章構成を行い、

とを毎回指導していく。「指示語」や「接

語彙を豊かに表現する力を高めてい

続後」の役割を理解し、文の組み立て方や

く。

構成も意識しながら、話題に沿った内容で

○文の内容を、自分の言葉でまとめ

書く力を育てる。

る練習を繰り返し行うことで、要点
をおさえた要約が書けるようにす
る。はじめは穴埋めや、考える視点
を示しながら行っていく。

○漢字や言葉の学習では、言葉の仕

○ドリルや教科書を活用し、日常的に言葉

○家庭学習で、継続的に漢字練習を

組みや活用方法を取り上げ、辞書を

の仕組みや学習に触れていく。

徹底して練習する。わからない言葉

使い、言葉に対して慣れ親しませる

○漢字の10問小テストを定期的に行う。

は国語辞典で調べる。漢字小テスト

指導

○新しい単元ごとに、わからない語句を中

の点数が８割未満の場合には再テス

心に、国語辞典を使って意味を調べること

トを行い、漢字の定着を図る。

で、語彙力を付けていく。
○話題に沿った話す力と、その内容

○発言や話し合い活動をする際に、ただ自

を理解しようとする聞く力を身に付

分の意見を言うだけでなく、その根拠や理

○話し合いでは、聞くだけでなく質

ける指導

由も添えて話す力をつける。また、聞く際

問をしたり、評価をしたりして、互

にも相手が伝えたいことの中心を考えなが

いの良さを引き出し合いながら高め

ら聞き、それに対する質問する力を付ける。 ていく。

社会

○課題を明確にし、指導内容と児童

○課題やねらいをより明確にし、学んだこ

○新聞やニュース、身近な問題を取

の日常生活との関連付けた指導

とを、身近な生活と結び付けられるよう指

り上げ、社会科の内容とつなげたり

導していく。

するなど興味関心を高めていく。

○表やグラフなどの資料を正しく読

○各単元で表やグラフ、資料の読み取りの

○自分が調べたい課題に対して、本

み取り、読み取ったことを活用して

時間を確保する。その後のまとめで必ず活

やインターネットを活用して調べる

考えたりまとめたりする力を付ける

用させるように指導する。

ことで問題解決の力を高めていく。

○興味・関心を高め、意欲の向上を

○ゲストティーチャーを迎えたり、見学に

○見学後のまとめ学習を充実させ

図るための指導

行ったりして主体的に学べるようにする。

る。

指導

○学んだことを新聞にまとめる。

〇都道府県の位置と名前を、漢字で

〇都道府県テストを定期的に行い、全員合

○年間を通して地図帳を活用して、

書けるように指導する。

格を目指す。

地図に親しみ、都道府県を覚えさせ
る。

算数

○児童の理解度の差に応じた指導

○文章問題を解く場面では、「分かってい

○時間内に教科書問題が終わった児

（全単元）

ること」「求めたいこと」を整理し、黒板

童には、発展的な学習内容のプリン

に色分けなどをして示すようにする。

トに取り組ませる。
○既習の学習内容が定着していない
児童には、個別の課題に取り組ませ
る。

○かけ算やわり算などの計算力や文

○ドリルやプリントを活用し、計算問題の

○十二小タイムや家庭学習を活用し

章題を解く力を伸ばすための指導及

反復練習を行う。文章題についてはポイン

てかけ算九九の定着や基礎的な四則

び個別の支援

トとなる言葉や数にアンダーラインなどを

演算の定着を図る（東京ベーシック

ひかせ、何を問われているかを明確にする。 ドリルの練習問題など）
○計算の仕方や答えの求め方を、自

○線分図や式、言葉を用いて自分の考えを

○実物投影機を使うなどして、視覚

分の言葉で説明する力を付けるため

簡潔にまとめ、それを発表し合う活動を多

的にわかりやすい授業を行うととも

の指導

く取り入れる。

に、学習コンテンツを利用し反復練

○表やグラフで表すための基礎的な

○児童の生活と関連させながら、表やグラ

習させ基礎の定着に努める。

理解を図る指導

フに表す作業を繰り返し行い、基礎的な理
解や技能の習熟を図る。

○分度器や三角定規などの読み取り

○分度器や三角定規などの道具を使う学習

や操作の仕方を身に付けるための指

活動を多く取り入れ、使い方の習熟を図る。

導及び個別の支援

個別指導が必要な児童は、授業以外の時間
を活用する。

理科

○理科への関心を高め、進んで実験

○実験結果から考察し、自らの考えをもち

○身近な事象（生活経験・新聞記事・

に取り組むよさを生かし、課題と実

話し合いを通して内容を共有していく。ま

ニュースなど）を取り入れながら、

験結果を関連付け、自分の言葉でま

た、実験の結果を、自分で図や表やグラフ

学習と結びつけていく。

とめることを身に付けさせる指導

に表していく。

○デジタルコンテンツなどのＩＣＴ

○単元のまとめでは、ワークシートなどを

機器を活用し、知識を深めたり、広

活用しテスト形式（問題文）に慣れ、知識

げたりできるようにする。

を正しい言葉で表現できるよう復習してい
く。
○生活経験をもとに予想し、自分の

○積極的に発言できる児童を認めつつ、少

○身に付けた用語を活用しながら、

考えを積極的に発言する力を身に付

数意見でも自分の考えをもてる児童を認

自分の考えを話したり、文で書いた

ける指導

め、予想が結果と違うことは間違いではな

り、ＩＣＴ機器を活用して発表した

いということや、多様な考えが出ることの

りする。

大切さを学習活動の中で伝えていく。

音楽

○楽器を使う活動では、とても生き

○歌唱、器楽共に、よく耳で自分の声や周

○課題別にスモールステップで指導

生きと取り組めるよさを生かし、バ

りの声や伴奏の音を聴きながら、歌ったり

をしていく。

ランスを感じながら合奏するための

演奏したりする。

○ グループごとに発表する機会を

指導

増やし、録音したものを聴き、客観

○互いの音を聴いて歌ったり演奏し

○様々なジャンルの音楽に親しませたくさ

的に自分たちの演奏を聴いたり、友

たりする力をつける指導

んの楽器や曲に触れる機会を設ける。

達の演奏を聴いたりして、主体的に

図工

○ グループ学習を取り入れ、友達と音を合

思いや意図をもって演奏できるよう

わせる楽しさに気付かせる。

にする。

○絵や工作の表現に進んで楽しくで

○材料から場所を考えたり、活動する場所

○作品を掲示することにより、鑑賞

き、互いのよさを自分の作品に取り

にある材料を工夫したりするなど、児童が

の場を設ける。

入れながら活動できるよさを生か

色々試みる中で発想が広がるように指導す

し、発達段階に応じた表現力を身に

る。

付けさせる指導

○一人一人に作品のよさや課題を話し、意
欲を高めていくようにする。
○技能は定着するまで繰り返し指導してい
く。

体育

○個別学習が必要な児童は、授業以

○集中して取り組めない児童への個

外の時間を活用する。

別の指導

○自信のなさや失敗に対する恐怖心

○表したいことのイメージが浮かば

○造形遊びで道具や材料、行為などからイ

をなくし、つくることの楽しさを感

ない児童に対する指導

メージを広げて活動できる時間を設ける。

じることができる活動を行う。

○領域ごとに、学習のめあてが明確

○掲示物や学習カードを工夫し、一人一人

○常に学習のめあてを意識させ、ス

な指導

がめあてを持った学習ができる環境を整え

モールステップの達成感を味わわせ

ていく。（毎時間振り返りをさせる。）

る。

○苦手意識のある児童も意欲をもっ

○一人一人の実態を把握し、つまずきがど

て取り組める指導

こなのかを明確にし、それに対応した手だ
てをとる。

○友達同士での言葉かけや励まし、

○友達への言葉掛け例を作成しておき、い

○友達と協力する楽しさや運動がで

教え合いなどが十分に行える指導

つでも児童が活用できるように掲示物等で

きるようになる楽しさを味わうこと

示しておく。また、教え合い活動ができる

ができるように、指導方法を常に考

ように、教師側から技能のポイントを明確

えていく。

にしておく。
○各領域において、児童自らが思

○学習カードや児童間の教え合い等におい

○休み時間にもその領域の遊びを取

考・判断しながら学習を進められる

て、よりよい活動ができるための良い方法

り入れ、運動を日常化させていく。

指導

考えさせる。そのために、学習カードでの

○各学期の運動旬間と連動させて積

よいコメントなどを紹介したり、よい言葉

極的に取り組めるように声掛け、指

かけをした児童を褒めたりするなど、具体

導する。

的な例を挙げて個々の活動に生かす。
〇ソーシャルディスタンスを意識し、極力
子ども同士が接触しないよう、学習内容を
工夫する。

道徳

○集団や社会のきまりを守り、身近

○教材提示を工夫し、児童が教材の世界に

○話し合い活動、役割演技、ワーク

な人々と協力し、助け合う活動を通

浸れるようにする。

シートの活用など、多様な学習の仕

して道徳的判断力、心情、実践意欲

○ねらいに的確にせまるための発問を吟味

方を工夫していく。

と態度を育てる指導

する。
○児童が交流し合う時間や自分を振り返る

○授業で使ったワークシートを道徳

時間を確保する。

ファイルに綴じ、自己の変容や成長
を感じられるようにしていく。

小平市立小平第十二小学校 授業改善推進プラン
【第５学年】
指導方法の課題
国語

具体的な授業改善策

○めあてとまとめを明確にすること

○考える時間と意見交流の時間を確保し、

により、児童が意欲的、主体的に取

児童が達成感を味わえるようにする。

発展的・補充的な指導計画

り組み、達成感がもてる指導
○「読む」ための基礎・基本となる

○教科書やプリント教材から、指示語や段

○図書の時間を活用し、十二小推薦

力を身に付ける指導

落相互の関係に着目させ、サイドラインを

図書を活用した読書活動を通して読

引かせるなど、自分の考えを形成する時間

みの力を向上させる指導を行う。

を設定し、要旨や筆者の意図を読み取らせ

○家庭学習において、毎日の漢字学

る指導をする。

習を徹底させ、ミニテストを行うな

○漢字や言葉の学習では、言葉のし

○ドリルや教科書を活用し、日常的に言葉

どして定着を図る。

くみや活用方法を取り上げたり、辞

のしくみや意味を理解する学習を行う。

○定期的に俳句を作らせ、語彙を増

書を使ったりして言葉に対して慣れ

やし言語感覚を養う指導を行う。

親しませる指導

○音読カードを活用し、日常的に言
語に関心をもたせる。

○姿勢や口形に気を付け、大きくは

○姿勢や口形、聞き手を意識させながら授

○スピーチ活動では、授業以外でも

っきりした声で音読できる力をさら

業や他の時間に音読を充実させ、人前でも

事前にスピーチ内容を整理させ、理

に伸ばす指導

大きな声ではっきりと言えるよう自信に繋

由を明確にしながら順序立てて発表

げ、授業内の発表時には大きな声ではっき

するようにする。

りと言えるようにする。

社会

○めあてとまとめを明確にすること

○ＩＣＴ機器を活用し、表や資料などを提

〇新聞やニュース、身近な問題を取

により、児童が社会的事象に対し関

示し、視覚的にわかりやすくすることで、

り上げ、考えたり社会科の内容とつ

心を持ち、主体的に取り組める指導

意欲を高める。

なげたりするなど、興味・関心を高
めていく。

算数

○課題を明確にし、指導内容と児童

○課題やねらいをより具体化し、正しい知

○社会科見学に行った後の振り返り

の生活との関連付けた指導

識を身に付けるとともに、産業等と児童の

やまとめの学習を充実させ、学んだ

生活と結び付けられるよう指導していく。

ことを価値付ける。

○表やグラフなどの資料を正しく読

○単元や授業内容によって、ワークシート

○地図帳等を用いて、世界の国々や

み取り、読み取ったことを活用して

や拡大図などを作成し、算数科と関連づけ

日本の都道府県の位置を復習する時

考えたりまとめたりする力を付ける

て表やグラフ、資料の読み取りを徹底させ

間を適宜設ける。

指導

る。

○四則演算の中でも、特に桁数の多

○授業や十二小タイムでドリルやプリント

○十二小タイムや家庭学習を活用し

い数同士のかけ算、わり算の指導

を活用し、基礎的な四則演算や小数点の移

て基礎的な四則演算の定着を継続的

動に繰り返し取り組ませる。

に図る。

○線分図や式、長い文章問題につい

○課題解決型の授業を行い、児童に見通し

○時間内に教科書問題が終わった児

て、読みとらせたり、立式させたり

を持たせ自力解決し、発表させることによ

童には、発展的な学習内容のプリン

するための指導

り、思考力と表現力を育てる。

トに取り組ませる。

○線分図や式、言葉を用いて自分の考えを
簡潔にまとめ、それを発表し合う活動を多
く取り入れる。また様々な考え方の中でど
れが簡単で正確で速く解けるかを常に意識

させ、よりよい考え方を見出そうとする態
度を養う。
○文章問題を解く場面では、「求めたいこ
と」「分かっていること」「もとになるも
の」を整理し、黒板に色分けなどをして示
すようにする。ポイントとなる言葉や数に
アンダーラインなどを引かせ、何を問われ
ているかを明確にする。

理科

○自然事象についての要因や規則性
を推論し、自分なりの見方や考え方
をもたせる指導

○児童が探求心をかきたてることのできる
ような導入を工夫し、予想を立てる時間を
確保する。
○既存の知識を予想としてあげるのではな
く、その予想に結びつく根拠（事象）もあ
げるようにする。
○実験結果から自ら考察したり、身近な事

○児童が考えそうなことを予測し、

象や経験をもとに推論したりして、話し合

それに対応できるような教材・教具

いを通して内容を共有し、見方、考え方が

の準備をしておく。

広がるようにする。
○学年相応の実験を行う技術をも

○補充プリントやワークシート、ノートを

○学校で児童ができないような実験

ち、すすんでたしかめようとする力

工夫したまとめの活動を行う。

は、デジタルコンテンツや、教材提

を育てる指導

示機を活用し、知識を広げたり関心
を深めたりできるようにする。

音楽

○器楽の学習では、個々の差が大き

○様々なジャンルの音楽に触れ、日本の伝

○グループで音を合わせたり、どの

くならないよう楽しみながら技能の

統的な音楽や世界の音楽にも目を向けさせ

ようにすればよりよい音楽になるか

習得ができる指導

る。

を考えさせたりする。

○互いの音を聴いて音を合わせなが

○児童の好きな曲を取り入れ、興味を引き

○グループリーダーをつくり、主体

ら演奏をすることが楽しめるように

つけながら技能の習得を目指し、パートご

的にアンサンブルに取り組めるよう

する指導

とに発表する機会を大切にし、クラス全体

にする。

でよく音を聴く機会を増やす。

図工

○どの児童も意欲をもって表現活動

○一人一人に作品のよさや課題を話し、意

○より高い技術をえるため作品例や

が楽しめる指導

欲を高めていくようにする。

友だちの作品を提示する。

○児童のイメージが広がるようにアイデア

○コンクールへの参加を促す。

を紹介しあったり、作例を提示したりする。 ○作品を掲示することにより、鑑賞
○用具の総復習や計画性を求める題

○造形活動の過程で児童が材料や場所にど

の場を設け次の題材の意欲につなげ

材が増えるので、自分の力で学習を

のように働きかけ、技能を発揮しているの

ていく。

進めていく力を育てる指導

かを把握し、適切に指導する。

○個別学習が必要な児童は、授業以

○自分の表現に自信をもつことがで

○製作過程を明示したり、参考例を示した

外の時間を活用する。

きず、なかなか取り組むことができ

りすることで、自信をもって取り組めるよ

○作品の鑑賞を通して様々な感じ方

ない児童への指導

うにする。

があることの楽しさや、互いの良さ
を発見できるように工夫する。

家庭

○学習したことを自分の生活に生か

○学習したことを家庭で実践できるよう、

○必要に応じ実習は保護者に呼びか

すための指導

通信等で知らせるなどして家庭学習での取

け、授業への協力を求めていく。

○家庭生活に生かすことの目的意識

り組みを促す。

○家庭と連携し、児童が実生活の中

を高める指導

○実生活を振り返らせ、学んだことをどの

で実践したことへの評価をコメント

ように生かしていきたいのかを、ワークシ

でもらう。

ート等を用いて書く。

体育

○全児童がめあてをもって楽しく活

○単元毎に学習カードを活用し、時間毎の

○期間を決めて持久走、なわとびな

動できるようにする指導

自分のめあてを明確にして活動させる。ま

どに取り組み、目標を設定して日常

た、児童のめあてに合った場や用具の設定

的に運動できるようにする。

をする。

道徳

○児童の自己評価、相互評価と教え

○あらかじめ評価のポイントを具体的に示

合いをさらに活性化させる指導

しておき、学習カードに記入させる。

○運動の特性に応じた楽しさを一人

○誰もが活躍できる場をつくるよう教材を

○体育の学習を、休み時間に広げて

一人に味わわせ、運動に対する興味

工夫する。また、個の伸びをその場で賞賛

運動できるよう声掛けをする。

関心をさらに高めていく指導

し、達成感を味わわせるようにする。

○相手の立場を理解し、支え合う態

○ねらいに的確にせまるための発問を工夫

○道徳的な意義を実生活につなげて

度を育む指導

する。

いく意識を高めていく。

○社会の一員としての自覚をもち、

○児童が自分のことを振り返る時間を確保

○身近な事象（生活経験・新聞記事・

集団における役割と責任を果たす指

する。

ニュースなど）を取り入れながら学

導

○様々な考えにふれられるよう、ペア・小

習と結びつけていく。

グループを用いた話し合い活動の充実を図

○心情円、グラフや視聴覚教材を活

る。

用し、心の変化がより視覚的にわか
りやすい授業を行っていく。

外国

○語彙や表現を言語活動の中で繰り

○歌、チャンツ、クイズ、ゲーム等の活動

○デジタルコンテンツ、絵カードを

語

返し想起しながら、活用できる指導。 を通して、集中して聞いたり、進んで話し

活用し、英文や英単語の意味をイメ

たりできるようにする。

ージしやすくする。

○ペアやグループで話す機会を多く設定す
る。
○アルファベットや単語を正しく読

○アルファベットや簡単な単語をノートに

○アルファベット表をノートなど、

んだり書いたりすることができる指

書く時間を書く単元で一回以上設定する。

すぐ目につく場所に貼り、日常的に

導。

活用できるようにする。

小平市立小平第十二小学校 授業改善推進プラン
【第６学年】
指導方法の課題
国語

社会

具体的な授業改善策

発展的・補充的な指導計画

○新出漢字や言語事項の定着を図る

○「言語事項」の定着を図るために、定期

○朝の時間を活用して、読書の定着

ための指導

的に新出漢字や言語事項の指導を行う。

を図る。

○読み、筆順、意味、成り立ち、熟語を押

○「十二小推薦図書」「読書旬間」

さえるよう、漢字ドリルノートを丁寧に取

「おすすめ本の紹介カード」を活用

り組ませる。

し、読書活動の充実を図る。

○漢字の小テストを定期的に行い、定着を

○ＰＯＰ作成やキャッチコピーを考

図る。また、家庭学習や再テストで定着を

えるなどの活動を通して、必要な事

○読み取り学習では、人物の心情を

確かめる。

柄やあらすじを端的かつ的確にまと

自分なりに考え、友達と意見を交換

○「読み取り」「書く」の定着を図るため

める力を身に付ける。

しながら自己の読みをさらに深める

に、物語文や説明文の学習において、自分

○学級内スピーチを行い、評価し合

指導

が考えたことや感じたことをノート等に記

う活動を取り入れ、「話す」活動の

入する時間を単元の中で十分に確保する。

充実を図る。

○自分の考えや感じたことについて

○自分の意見を発表したり、他の人の意見

構成を考えながら書く力を育てる指

を聞いて自分の考えをより深めたりする場

導

面を多く設けるようにする。

○教科書や資料集をもとに学習を進

○資料を精選し、１時間の授業の中で資料

○調べ学習では、インターネットを

める場で、さらに考えを深めるため

をじっくりと読み取る時間を設け、資料か

活用するなどして自主的に調べ学習

の指導

ら歴史的背景を読み取れるようにするとと

が進められるよう取り組む。

もに、歴史に対する興味・関心を高める。
○資料の読み取りで、多角的に考え

○資料から読み取れる事実だけでなく、分

○社会科新聞を書いた際に、書いた

るための指導

かったことや自分の意見をノートにまとめ

内容を発表し合う時間を設け、児童

させるようにする、また、友達の考えにも

相互で考えを深める。

○都道府県の位置などの既習の内容

耳を傾け、様々な側面から考えを深めさせ

をもとに、歴史上の場所との関連を

るようにする。

明確にしていく指導

○既習事項を確認し、歴史と関連付けさせ
て、基本となる知識を身に付けさせる。
○地図帳を毎時間用意させ、その都度位置
を確認していく。

算数

○数学的活動を通して、すすんで問

○課題解決型の授業の中で、児童に見通し

○「確認テスト」等を活用して、早

題解決に取り組む力を育てる指導

をもたせることで自力解決の力を育て、さ

期に学習している単元の復習・定着

らに発表させることにより、思考力と表現

を図るようにする。

力を育てる。
○線分図や式、言葉を用いて自分の考えを

○視覚教材を活用することにより、

○四則演算が正確にでき、問題解決

簡潔にまとめ、それを発表し合う活動を多

誰でも分かりやすい授業を行うとと

に用いることができる指導

く取り入れる。発表し合う中で、計算の意

もに、学習コンテンツを利用し反復

味や仕方を考えることができる思考力を育

練習させ基礎の定着に努める。

てる。
○数学的活動の楽しさや数学のよさ

○文章題を解くときには、その問題で分か

○東京ベーシック・ドリルを家庭学

に気付かせるとともに、算数で学ん

っていること、求めたいものを整理して解

習として設定し、思考力などの定着

だことを生活や学習に活用できる指

くようにする。

を図る。

導

○授業や十二小タイムでドリルやプリント

○十二小タイムや家庭学習を活用し

を活用し基礎的な計算問題の繰り返し学習

て基礎的な四則演算の定着を継続的

を継続していく。

に図る。

○数学的活動に積極的に取り組み、数学の
よさを十分に味わう時間を設定する。

理科

○自然事象についての要因や規則性

○児童が興味や関心をもてるような導入を

○児童が考えた発展的な学習や実験

を推論し、自分なりの見方や考え方

工夫し、一人一人が予想を立て学習に臨め

に対応できるような教材・教具の準

をもたせる指導

る時間を確保する。

備をしておく。

○学年相応の実験を行う技術をも

○既存の知識を予想としてあげるのではな

○実験の場を多く設定し、個々の児

ち、すすんでたしかめようとする力

く、その予想に結びつく根拠（事象）もあ

童が実体験できるよう工夫する。

を育てる指導

げるようにする。また、実験の条件を踏ま

○学校で児童ができないような実験

えた細かい予想を立てさせるなど、先行し

は、デジタルコンテンツや、教材提

て学習している児童にも、考える場面を多

示機を活用し、知識を広げたり関心

くもたせるようにする。

を深めたりできるようにする。

○実験結果から分かることを考察と

○実験結果から自ら考察したり、身近な事

○徐々に慣れてきたところで、自分

して書き示すことできるようにする

象や経験をもとに推論したりして、話し合

なりの書き方に移行させていく。

指導

いを通して内容を共有し、見方、考え方が
広がるようにする。
○補充プリントやワークシートを工夫した
まとめの活動を行う。

音楽

○互いに協力し合い、思いや意図を

○様々なジャンルの音楽に触れ、日本の伝

○思いや意図をもって表現する楽し

もって表現できる指導

統的な音楽や世界の音楽にも目を向けさせ

さを味わわせる。

る。
○音符、休符、記号等の用語の基礎

○曲の構成、歌詞の内容に着目させ、作曲

○音楽の構成や音色など、曲の仕組

を定着させ、読譜力及び視奏・視唱

者の意図を考えさせる。

みをより深く理解して、自分たちの

の能力を興味をもたせながら高めて
いく指導
○曲想を生かした表現を工夫するこ
とができるようになる指導
○楽曲を形づくっている要素を手が
かりに、自分たちなりの表現につい
て考え、それらを表現する技術が身
に付く指導

合唱や合奏や音楽づくりにいかす。

図工

○粘り強く制作に取り組むことで自

○実演したり、視聴覚機器を用いたりして、 ○コンクールへの積極的参加を促

分自身の個性を尊重し、表現を楽し

視覚的にとらえさせ、基礎的な知識や技能

す。

める指導。

が身に付けられるように指導していく。

○より高い技術を得るため、作品例

○鑑賞の授業を取り入れることで、

○一人一人に作品のよさや課題を話し、意

や友達の作品を提示する。

他者との違いを認め、よさや美しさ

欲を高めていくようにする。

○作品を掲示することにより、鑑賞

を感じ取らせる指導

の場を設け次の題材の意欲につなげ
ていく。

○発想の能力に技能が及ばず、表し

○児童のイメージが広がるようにアイデア

○各々の技能の能力に応じて発展的

たいイメージに届かない児童への指

を紹介しあったり、作例を提示したりする。 な活動ができるようにする。

導

○これまでに経験した材料や用具を掲示物

○個別学習が必要な児童は、授業以

や画像などから振り返る時間を設定し、既

外の時間を活用する。

習事項を適切に取り入れられるよう指導す
る。

家庭

○自分の生活をふり返り、学習した

○実際に見本を見せたり、写真や視聴覚機

○実習は、保護者に積極的に呼びか

ことを生かして家庭生活をより良く

器の活用をしたりすることにより、より具

け、授業への協力を求めていく。

しようとする指導

体的に作業のイメージをもたせるようにす
る。

○家庭生活に生かすことの目的意識

○家庭と連携し、実生活に結びつけて学習

○家庭と連携し、児童が実生活の中

を高める指導

の意義をとらえさせる。

で実践したことへの評価をコメント

○実生活を振り返らせ、学んだことをどの

でもらう。

ように生かしていきたいのかを、ワークシ
ート等を用いて、明確に記す。

体育

○いろいろな運動の楽しさや喜びを

○単元毎に学習カードを活用し、時間毎の

○期間を決めて持久走、なわとびな

味わい、すすんで運動を行うことが

自分のめあてを明確にして運動に取り組ま

どに取り組み、目標を設定して日常

できる指導

せる。また、一人一人のめあてに合った場

的に運動に取り組めるようにする。

や用具の設定をする。

○体育の学習を、休み時間に広げて
運動できるよう声掛けをする。

○児童一人一人が「できる」喜びを

○誰もが運動の特性を十分に味わうことが

○対話的な学びを充実させるため

味わえる指導

できるよう教材・教具を工夫する。また、

に、動きのポイントやコツが分かる

児童一人一人の伸びをその場で賞賛し、達

ように資料提示をする。

成感を味わわせられるようにする。
○グループ活動を通して、児童の対話的な
学びの場・時間を設定する。

道徳

○健康で安全な生活を営む意識や理

○あらかじめ評価のポイントを具体的に示

解をもたせる指導

しておき、学習カードに記入させる。

○自己や道徳的価値についての理解

○ねらいに的確にせまったり、登場人物の

○道徳的な意義を実生活につなげて

を深められる指導

心情を深く考えたりできるような発問を精

いく意識を高めていく。

○物事を多面的・多角的に考えられ

選する。

○身近な事象（生活経験・新聞記事・

えるようにする指導

○対話的な活動を積極的に行い、様々な考

ニュースなど）を取り入れながら学

○自己の生き方についての考えを深

え方に触れられるようにする。

習と結びつけていく。

められる指導

○自己の生き方を見つめ、考えを深める時

○視聴覚教材を活用し、より視覚的

間を設定する。

にわかりやすい授業を行っていく。

外国

○英語の表現を繰り返し話すことで

○チャンツ、クイズ、ゲーム等の活動を通

○デジタルコンテンツ、絵カードを

語

英語表現に親しむとともに、学習し

して、英語の発音に親しんだり、進んで話

活用し、英文や英単語の意味をイメ

た表現を活用できるようにする指

したりできるようにする。

ージしやすくする。

導。

○ペアやグループで話す活動を多く設定
し、学習したことを繰り返し表現する機会

○完成させたワークシートやポスタ

を設ける。

ーを使って学級で発表させる機会を

○アルファベットや単語、英文を正

○アルファベットや簡単な単語、英文をワ

設け、英語での表現力を高められる

しく読んだり書いたりすることがで

ークシートに書く時間を積極的に設定す

ようにする。

きる指導。

る。

