
令和４年度 授業改善推進プラン         府中市立日新小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日新小学校 授業改善に向けた視点 

教育課程編成上の工夫 指導内容・指導方法の工夫 
校内における 

研究・研修の工夫 
評価の工夫 

保護者や地域との 

連携の工夫 
○ 土曜授業の実施、年間行事

の精選、職員間連絡におけ

るＩＣＴの利用、会議の精選

による授業時数の確保。 

○ クラブ活動１単位 60 分(15

回)確保。 

○ 朝のチャレンジタイムを活用

した基礎基本の定着。 

○ 読書活動の充実。 

○ 習熟度別学習や課題別学

習等による個に応じた指導

及び教材・教具、ICT 機器

等の効果的な活用。 

○ 学び合いを重視した指導。 

○ 朝学習や家庭学習での基

礎基本の定着。 

○ 学習規律や授業展開、ノー

ト指導等の共通理解。 

○ 振り返りを通した児童による

学び方の調整。 

○ 『問題解決型の学習を通し

て基礎的・基本的な学習内

容の理解を目指す学習指

導～比較検討面に着目して

～』算数科の校内研究。 

○ 研究推進委員会による多数

教員が参加できるミニ研修。 

○ 指導と評価の一体化。 

○ 主体的・対話的で深い学び

の実現に向けた方策。 

○ 知識・技能、思考・判断・表

現、主体的に学習に取り組

む態度に関する細やかな評

価の在り方。 

○ 各学年・専科で毎学期精査

する通知表評価規準による

目標準拠評価。 

○ 保護者への通知表評価に

関する責任ある説明。 

○ 指導と評価の一体化。 

○ スクール・コミュニティ協議

会委員との連携・協力。 

○ 学校評価に基づく教育活動

の見直し、改善。 

○ 図書ボランティアによる週 1

回朝の読み聞かせの実施。 

○ ＨＰの定期的な更新と内容

の充実。 

○ ブログでの教育活動紹介 

 

関連する法規等 
○ 学習指導要領 

○ 東京都教育委員会の教育目標・基本方

針 

○ 府中市教育委員会の教育目標・第３次

府中市学校教育プラン 

学校教育目標 

◎かしこく ○やさしく 〇たくましく 

目指す学校像 

· 日新を誇り誇れる日新をつくる児童 

· 学び続ける教職員 

· 地域と共にある学校 

保護者・地域の期待や願い 
○ 児童が意欲的に授業や行事に取り組み、

学力や体力を伸ばすこと。 

○ 望ましい学習・生活習慣を身に付けるこ

と。 

○ よい雰囲気で生き生きと生活できること。 

○ 人とのよりよい関わり方を身に付けること。 

学校経営方針(学力にかかわる要点) 
 

○ 基礎的・基本的な計算力や言語力、振り返る力の定着 

· 個に応じた多様な指導・支援方法の工夫。 

· ・めあてによる振り返りのある授業。 

· 毎日「１０分×学年」の家庭学習。 

○ 豊かな知性と感性を伸ばす読書活動 

· 全学年毎日１０分以上、学年ごとに目標を設定し達成し

た児童を読書マスターとして表彰する。 

○ 不断の授業改善 

· 教師同士の学び合いを通し、「課題発見・課題解決」及

び「主体的で対話的な深い学び」を実現する。 

· 全教員が PDCA サイクルで行う年間３回以上の授業研

究で OJT を実践し、職層に応じた「指導力」「授業改善

力」を身に付ける。 

各教科の指導の重点 
○ 読み・書き・計算及び基礎基

本的知識の定着・底上げ。 

○ 既習事項や体験・経験をもと

に筋道を立てて考え判断する

能力を育成する問題解決型学

習の充実。 

○ 自分の思いや考えを表現し伝

え合う言語活動の充実。 

日新アクティブの指導の重点 
○ 「かかわる」｢追究する｣「伝え

合う」「生かす」の過程を明確

にした指導計画の見直し。 

○ 地域の自然環境、社会環境を

生かした学習や、福祉に関わ

る学習の重視。 

○ 調べ、まとめる段階で児童がイ

ンターネットや ICT機器を利用

できるような指導の充実。 

道徳教育の指導の重点 
学校の教育活動全体を通して、

道徳的な心情、判断力、実践意

欲と態度等の道徳性を養う。 

〈学校共通の重点項目〉 

A 善悪の判断、自律、自由と責任 

B礼儀 C規則の尊重 D生命の尊さ 

〈ブロックごとの重点項目〉 

〈低〉…A節度、節制 

B親切、思いやり 

〈中〉…B友情、信頼  

C公正、公平、社会正義 

〈高〉…B 相互理解、寛容 

C よりよい学校生活 

集団生活の充実 

特別活動の指導の重点 
○ 委員会活動、児童集会等での

意欲的に活動できる場の設

定。 

○ 参画意識・自己のよさを感じら

れるような学級活動の計画的

運営。 

○ 異年齢集団交流(縦割り班・ク

ラブ活動)での自主的実践的

態度の育成。 

○ 社会貢献や地域を愛する心を

育てる工夫。 

キャリア教育の指導の重点 
○ 自他共に認め合い共によりよく生きようとする態度。 

○ 協力し合う喜びや達成感を味わわせる学習や活動。 

○ 将来に夢や希望をもちあきらめず努力する態度。 

○ 自分の考えをもち目標に向かって努力する態度。 

生活指導の重点 
○ 家庭と連携しての基本的生活習慣の形成。(早寝・早起き・朝ご

はん) 

○ 日新３つのあ『あいさつ・あつまり・あとしまつ』を実践する態度の

育成。(重点…あいさつ) 

○ 八中地区の各校と共通した指導の推進。(小中連携教育) 

○ 関係諸機関、ＳＣ等と密に連携した教育相談機能の充実。 

○ いじめを許さない校風作り、中学校や地域と連携した健全育成。 

外国語･外国語活動の指導の重点 
○ 児童の、英語を用いたコミュニ

ケーション力の育成。 

○ 教員の指導力を高めるための

研修等への積極的な参加。 

○ ALT との連携を深めるための

積極的なコミュニケーション。 

児童に身に付けさせたい能力や態度 

 

 進んで学習や運動に取り組もうとする意

欲・態度 

 学習の基礎・基本となる知識や技能 

 自分の考えをもち、表現の仕方を工夫して

伝え合う力 

 自ら課題を見つけて、解決したり学び方を

調整したりしようとする意欲・態度 

 集団の中で自他共に大切にできる態度 

R3 全国学力･学習状況調査の結果 
○ 国･算とも都平均正答率より大

幅に低く、漢字・言語事項・計

算等基礎学力が未定着であ

る。 

○ 要約・理由や特徴の説明等の

記述を苦手にしている。 



  

 

令和４年度 第１学年 授業改善推進プラン 

府中市立日新小学校 

教科等 児童の実態から見た成果○と課題● 具体的な授業改善のための方策 

国語 

●４月に比べ、平仮名の読み書きや音読はできる
ようになってきているが、個人差が大きい。 

●進んで発言する児童と考えをもっていても発
言ができない児童の個人差がある。 

・一斉読みや追い読みなど、さまざまな読み方で音読練習
をしながら、語のまとまりで読めるように指導していく。 
・身近な話題について話す活動を取り入れながら自分の考
えを伝えられるように支援する。 

算数 

○アンケートの結果からも８割以上の児童が算
数の授業が好きと答えている。 
●文章の内容理解が難しい児童がいる。 
●式や答えができても、なぜそうなるのかを説明
できない児童がいる。 

・楽しく繰り返しの学習ができるように工夫する。 
・スモールステップで課題に取り組ませるようにする。 
・自分で考える時間を十分に確保し、文章や図で記述した
り、友達に説明したりする活動を増やしていく。 
 

生活 

○朝顔を育てる中で自然と触れ合いながら楽し
く活動している児童が多い。 
●学習中、ねらいから外れて、興味が移ることが
ある。 

・学習のねらいについて、自分自身やクラス全体の振り返り
を行わせるようにする。 

音楽 

○積極的に授業に参加している児童が多く、リズ
ム打ちや鍵盤ハーモニカなど、意欲的に取り組む
児童が多い。 
●音楽の知識に関して音楽経験による差があ
る。 

・演奏する楽しさや達成感を味わうことができるように、

旋律を階名暗唱するなど無理なく楽器の演奏の仕方を

身に付けさせる。 
・何回も繰り返し確認していくことで、音楽経験による差が
埋まるように指導していく。 

図工 

○ほとんどの児童が活動に意欲的に取り組み、
自分のイメージをもって作品作りに取り組んでい
る。 
●いろいろな表し方を考えることに課題がある
児童がいる。 
●制作を短時間で終わらせてしまい、より工夫し
て取り組むことの苦手な児童がいる。 

・見合う場面を取り入れることで、さらに友達のよさや作
品の工夫に気付くことができるようにする。 

・粘り強く学習に取り組むように指導する。 
・工夫している作品を称賛し、どのように工夫すればよいか
児童が自ら思いつけるようにする。 

体育 

○全体的に体を動かす活動が好きで、友達とも
関わりをもちながら活動に取り組んでいる。 
●クラスや学年の中に入れずに、集団行動に課
題をもつ児童もいる。 

・できるところを認めたり励ましたりしながら、運動遊びへ 

の意欲・関心を持続させる。 
・運動遊びの運動量を確保し、めあてをもって楽しめるよ
うに工夫する。 

道徳 

○少しずつ登場人物の気持ちに寄り添って自分
の気持ちを表現できるようになっている。 
●物語を通して自分の生活と結び付けながら考
えるということが難しい児童がいる。 
 

・実際の体験や教師の説話を通して、自分の生活を振り
返りやすくする。 

学びに向かう力等を育む方策 

・見通しをもたせながら学習に取り組ませる。 
・さまざまな経験から「できた」という経験をたくさん積ませていく。 
・スモールステップで繰り返し行いながら学習の過程で適切に称賛・承認する。 

 



  

 

令和４年度 第２学年 授業改善推進プラン 

府中市立日新小学校 

教科等 児童の実態から見た成果○と課題● 具体的な授業改善のための方策 

国語 

○楽しみながら音読に取り組むことができ
る。 

●正しい表記や文章構成の基本ができていな
い児童が多い。 

●漢字の習熟に個人差が大きい。 

・内容の大体を捉え、短く表現することに繰り返し取り
組み、内容把握の力をつけていく。 

・モデル文などを使って文章構成を確認する。 
・漢字練習とミニテスト、直しをこまめに行い、正しく
覚えられるようにしていく。 

算数 

●計算能力や問題解決能力の個人差が大き
い。 

●数の概念や式の意味、問題の意味などが理
解できていない児童が多い。 

・毎授業、その単元の既習事項を確認する時間を設け、
本時の学習のヒントとできるようにする。 

・問題の中でポイントとなる部分を確認し、図や絵・具
体物などを用いて、分かりやすいよう指導をする。 

生活 

〇動植物を育て観察する活動に積極的取り組
むことができている。 

〇観察のポイントが掴めてきている。 
●絵や文章に表現したりすることについては
個人差が大きい。 

・単元の学習の流れを掲示物等で視覚的に捉えられる
ように工夫する。 

・できる限り実物に触れたり接したりさせる。状況的に
無理ならばそれを補う資料を用意する。 

・個々に応じて，写真を用いて負担を軽くしたり，まと
め方のパターンを提示したりする等の手立てをとる。 

音楽 

〇歌うこと、踊ることが好きで、楽しみながら
学習している。 

●感染症対策が長引いている影響で、鍵盤ハ
ーモニカの学習が遅れ気味である。 

・鍵盤ハーモニカの指使いを丁寧に指導する。 
・おおらかに歌うための準備として、感染症対策中でも
可能なリズムの学習を進める。 

図工 

〇楽しみながらすすんで取り組む児童が多
い。 
●制作を短時間で終わらせてしまい、より工
夫して取り組むことの苦手な児童がいる。 

・粘り強く学習に取り組むように指導する。 
・工夫している作品を称賛し、どのように工夫すればよ
いか児童が自ら思いつけるようにする。 

体育 

〇体を動かすことは全体に好きで、協力しな
がら積極的に学習に取り組む。 

●器械運動系の運動での個人差が大きい。 
●自分に合っためあてを設定することがまだ
難しい児童が多い。 

・めあてや流れがわかる学習カードを用いて、個々が時
間毎に具体的なめあてをもてるよう支援する。 

・児童の動きを見てその場で声をかけ評価を児童に伝
える。 

・ペアやグループで見合い教え合う活動を積極的に取
り入れていく。 

道徳 

〇道徳的な価値を学ぶことで、自己を肯定し
高めていきたいという意欲をもっている。 

●具体的な生活経験が思い出せず、道徳的な
価値に結び付けて考えることが難しい児童
がいる。 

・説話や関連する本の紹介などを通して価値について
考えていけるようにする。 

・具体的な場面を思い起こせるように、児童同士の交流
の時間を設ける。 

 

学びに向かう力等を育む方策 

・「やったらできた」という経験をたくさん積ませること。（全） 
・「失敗してもいいのだ」という安心感を与え、学習の過程で適切にほめて価値づけること。（全） 
・毎日の宿題内容を固定し、それと関わらせて漢字・計算のテストや練習を繰り返し行い、基礎基本の力が付い
てきていることを教師が意図的に評価する。 

 

 



  

 

令和４年度 第３学年 授業改善推進プラン 

府中市立日新小学校 

教科等 児童の実態から見た成果○と課題● 具体的な授業改善のための方策 

国語 

●漢字の習熟に個人差が見られ、読み書きに 

 苦手意識をもつ児童がいる。 

●自分の考えを書いたり話したりすることに 

 課題をもつ児童がいる。 

●話の内容を正しく聞き取ることに課題をも 

 つ児童がいる。 

・定着しづらい児童については、練習の仕方を工夫でき 

 るよう、具体的に支援・助言する。 

・書いたり話したりする視点を明確にし、様子を表す言 

 葉を増やすような指導を行う。 

・身近な話題について話す活動を取り入れ、話の中心を 

 意識させる言葉掛けを行う。 

社会 

○地域の事を知ったり地図を読んだりすることに

興味をもち意欲的に取り組めている。 

●まだ事象を比較したり資料を読み取ったりする

力は不足している。 

・方位や地図記号等の基礎的知識を繰り返し指導することで、

定着を図る。 

・授業で資料（写真、地図、グラフ等）を活用し、気付いたこ

とや考えたことなどを書かせる取組をしていく。 

算数 

●文章問題の中の大事なところを捉え、正しく立式

する力に課題がある。 

●自分の考えを分かりやすく図や言葉を使って説

明することに課題をもつ児童がいる。 

●下学年の学習内容に積み残しのある児童は、一定

程度いる。 

・文章問題の中で着目する言葉（キーワード）を意識させて立

式させるようにする。 

・文章問題で図や絵に書いてみることを繰り返し指導したり、

発表の機会を多く設けたりする。 

・関連する下学年学習内容の積み残しを、家庭学習なども利用

して教室外でも個別指導する。 

理科 

○生き物や実験に対して興味をもつ児童が多 

 く、様々な違いに気づくことができる。 

●実験や観察をするにあたり、どのような結 

 果になるかを予想することに苦手意識をも 

 った児童が多い。 

・引き続き意欲をもち続けられるよう、飼育したり、色々 

 な生き物を紹介したりしていく。 

・観察の視点を示し、比較をしながら見つけられるよう 

 にしていく。また、全体での話し合いの時間を十分に 

 取るようにしていく。 

音楽 
〇楽しんで学習に取り組んでいる。 

●歌唱や演奏が制限される中で、どのように技術を

得ていくのかが課題である。 

・短時間で行うことのできる発声練習や歌のポイント指導を通

して、少しずつ音楽的表現を身に着けさせる。 

・楽しみながら学ぶことを継続させるため、ICT などの新たな

取り組みをする。 

図工 
〇楽しみながらすすんで取り組む児童が多い。 

●手先の器用さに差があり、用具や材料の特徴を生

かして工夫することに課題がある児童がいる。 

・教師が示範したり用具や材料の使い方や手順を掲示したりす

るなど、児童にどのように取り組めばよいのか分かるように

する。 

・授業中に作品を見合う時間をつくり、他の児童の工夫してい

る点など全体にを紹介し、共有していく。 

体育 

〇運動を楽しみ、基本的な動きや技能を身に付け進

んで取り組むもうとする児童が多い。 

●自分の力に応じて、工夫して課題に取り組むこと

に課題をもつ児童がいる。 

・みんなが楽しめるようにルールを工夫したり、簡単なゲーム

をしたりするなど、興味をもてるようにする。 

・体つくりの運動を通して、自分の体を支えたり、柔軟をした

りしながら体を動かす技能を高める。 

道徳 

〇教材文を読んで、自分事として考えること 

 ができる児童が多い。 

●思ったことを言語化することに課題がある 

 児童がいる。 

・対話を通して言葉を引き出したり、ワークシートに書 

 かせたりして、全体に紹介する機会を設定する。 

・具体例を挙げたり動作化したりし、考えたり表現した 

 りする場面や方法を工夫して指導する。 

外国語

活動 

〇覚えた単語や文法を発音して、それを用 

 いてコミュニケーションを図ろうとする児 

 童が多い。 

・歌やアクティビティーなどの活動を多く取り入れ、楽 

 しくかかわり合える場を意図的に設定する。 

日新 

ｱｸﾃｨﾌﾞ 

○タブレット端末を利用して自分の選んだ課題を

調べることには意欲的に取り組んだ。 

●総合的な学習の時間の流れを理解し主体的に学

習を進めることはまだできていない。 

・導入を工夫し調べる意欲を高めるとともに目的意識をもたせ

る。また、イメージマップなどを作る、課題を見つけやすく

するために話し合うなど、活動を工夫する。 

・まとめ方のモデルを具体的に示したり、分かったことをまと

める活動を意図的に設定したりする。 

学びに向かう力等を育む方策 

・ 「やったらできた」という経験をたくさん積ませる。（全） 
・ 「失敗してもいい」という安心感を与え、学習の過程で適切にほめて価値づける。（全） 
・ 毎日の宿題内容を固定し、それと関わらせて漢字・計算のテストを繰り返し行うことで、家庭での学習量を当

たり前に行えるようにし、結果、基礎基本の力が付いてきていることを教師が意識的に評価する。 

 



  

 

令和４年度 第４学年 授業改善推進プラン 

府中市立日新小学校 

教科等 児童の実態から見た成果○と課題● 具体的な授業改善のための方策 

国語 

●漢字の習熟に個人差が見られ、読み書き共に
苦手意識をもつ児童がいる。 
●自分の考えを書いたり話したりすることに課題
をもつ児童がいる。 
●話の内容を正しく聞き取ることに課題をもつ児
童がいる。 

・定着しづらい児童については、練習の仕方を工夫できるよ
う、具体的に支援・助言する。 
・書いたり話したりする視点を明確にし、様子を表す言葉を増
やすような指導を行う。 
・朝のスピーチなど身近な話題について話す活動を取り入
れ、話の中心を意識させる言葉掛けを行う。 

社会 

○生活体験から興味関心をもち、すすんで調
べようとしている。 
●資料の読み取りや自分の考えを表現するこ
とに課題をもつ児童がいる。 

・「問題をつかむ」「予想する」「調べる」「まとめる」とい
うプロセスを大切にする。 
・資料から読み取ったことをもとに、考えたり話し合っ
たりする時間を十分に設定する。 

算数 

○１つの問題に対して素直に取り組んでい
る。 
●基本的な四則計算など、既習事項が身に付
いていない児童がいる。 
●垂直、平行、平行四辺形、ひし形などの正し
い作図に課題をもつ児童がいる。 

・導入時に既習事項の振り返りを行い、新しい知識との
繋がりを意識させる。 
・作図の正しい手順を繰り返し練習させる。家庭宿題で
定期的に作図に取り組ませる。 

理科 

○学習内容と生活体験を関連付けて予想をす
ることができる。 
●観察・実験結果を基にした根拠のある考察
をすることに課題がある。 

・予想と結果の比較検討から根拠のある考察をさせる。 

音楽 

〇無理のない自然な声で歌うことが定着して
きている。 
●機会の減少による演奏技術の遅滞がみられ
る。 

 短時間で行うことのできる発声練習や歌のポイント指導
を通して、音楽的表現を身に着けさせる。 

 ICT を活用した演奏への取り組みをさらに増やして、機
会の減少を補う。 

図工 

〇意欲的に取り組む児童が多い。道具や材料

も友達と譲り合って使うことができる。 

●表現活動に苦手意識を持つ児童への支援が

欠かせない。 

・様々な材料や技法を紹介し、自分なりの表現方法を追
求する姿勢を育てる。 

・児童作品を紹介したり視覚的な参考見本等を用意した
りし、個別に支援していく。 

体育 

〇運動を楽しみ、基本的な動きや技能を身に
付け、すすんで取り組もうとする児童が多い。 
●自分の力に応じて、工夫して運動に取り組
むことに課題をもつ児童がいる。 

・みんなが運動を楽しめるように、規則や用具を工夫し
て、興味をもてるようにする。 
・主として、体つくり運動を通して、体を動かす心地よ
さを味わったり、基本的な動きを身に付けたりする。 

道徳 

〇教材文を読んで、自分事として考えることがで
きる児童が多い。 
●思ったことを言語化することに課題がある児童
がいる。 

・対話を通して言葉を引き出したり、ワークシートに書かせたり
し、教師が全体に紹介する機会をもつ。 
・具体例を挙げたり動作化したりし、考えたり表現したりする
場面や方法を工夫して指導する。 

外国語

活動 

〇歌やゲームを通して、必要な語彙を覚える
ことはできる。 
●コミュニケーションを図ろうとする意欲や
態度に個人差が大きい。 

・歌やアクティビティーなどの活動を多く取り入れ、楽
しく関わり合える場を意図的に設定する。 

日新 

ｱｸﾃｨﾌﾞ 

〇物事に対して、興味、関心をもつ児童が多
い。 
●自己の課題をもつことが苦手な児童がい
る。 
●収集した情報のまとめ方に課題をもつ児童
がいる。 

・導入時から、目的意識をもたせ、課題を見つけやすく
するために話し合い活動など行う。 
・まとめ方のモデルを具体的に示したり、分かったこと
をまとめる活動を交流したりする。 

学びに向かう力等を育む方策 

・スモールステップで課題に取り組ませ、「やったらできた」という経験を積ませる。（国・算・理） 
・小集団での話し合い活動を通して、自分の意見に自信をもたせる。（全） 
・自己の学習を振り返り、よかったことや改善点を考えさせたり、学習の過程で適切にほめたりし、自己肯定感
を高める。（全） 

 



  

 

令和４年度 第５学年 授業改善推進プラン 

府中市立日新小学校 

教科等 児童の実態から見た成果○と課題● 具体的な授業改善のための方策 

国語 

〇友達と話し合う活動に意欲的に取り組む。 
●漢字の習熟が十分でない児童が多い。 
●課題の意図を的確に捉え、文章の構成を工
夫して文章を書くことが難しい。 

・練習量に重きを置くのではなく、字形、書き順、意味 
をしっかり覚えて定着を図る。 
・説明文や資料を基にして文章を書く場面を設定し、要 
旨や要点の捉え方を全体、個別それぞれに工夫して指導 
する。また、言語知識の量を上げるために、図書指導や 
チャレンジタイムで読書活動を奨励する。 

社会 

〇課題に対して疑問をもち、解決しようとする
意欲が高い児童が多い。 
●課題解決に必要な資料を選んだり、読み取っ
たりすることに課題がある児童がいる。 

・課題に対してどのような情報が分かれば解決できる
のか考えさせ、必要な資料を選ぶ場面を設定する。 
・どの資料からどのようなことが読み取れるのか、児童
同士で確認できる時間を設ける。 

算数 
〇問題を解決しようとする意欲が高い。 
●式、図、表など様々な方法で内容を理解する
力に課題がある。 

・式、図、表などを関係付けて理解する機会をつくり、
問題について深く理解できるようにする。 

理科 

〇課題に対して疑問をもち、解決しようとする
意欲が高い児童が多い。 
〇実験器具を正しく扱うことができる。 
●予想を確かめるための実験計画の立て方の
理解が十分でない児童がいる。 

・実験の計画を立てる際、予想を確かめるためにはどの
条件を変えずにどの条件を変える必要があるのかを十
分に考えさせる。 
・自分の立てた実験計画からどのような結果が得られ
るのか考え、児童同士で検討できる時間をとる。 

音楽 

〇歌唱への意欲があり、表現豊かに歌うことが
できる、 
●機会の減少による表現技術の遅滞がみられ
る。 

・ICT を活用した演奏への取り組みをさらに増やして、機会
の減少を補う。 

図工 
〇意欲的に取り組む児童が多い。 
●技能面に差があり、用具や材料の特徴を生か
して工夫することに課題がある児童がいる。 

・既習の用具・材料を使用する際にも、教師が示範した
り使い方や手順を掲示したりするなど、再度確認して
から活動に入らせる。 

家庭 

〇課題や活動に意欲的に取り組む児童が多く、
日常生活を見つめ問題を見出そうとしている。 
●個人により家庭環境が異なるため、問題のと
らえ方や向かう姿勢に違いがある。 

・見つけた問題から自分の生活の課題を設定し、解決し
ていけるような授業を計画する。 
・個別に支援を行い、解決できるような課題を考え取り
組んでいけるようにする。 

体育 
〇運動する意欲が高い児童が多い。 
●鉄棒やマット運動で体を支える感覚の育成、
柔軟性に課題がみられる。 

・日常生活の中に体のやわらかさを高める運動を取り
入れる。 
・主運動につながる運動で感覚を高める運動を計画的
に行い、 

道徳 

〇教材の登場人物の行動を通して、ペアワーク
や、ワークシートで特定の道徳的価値について
考えることができている。 
●教材を通して価値理解ができていても、自己
の振り返りがうまくできない児童がいる。 

・友達の考えや教師の説話など、様々な考えに触れるこ
とを通して自分の生活を見つめさせる。 

外国語 

〇外国語への興味・関心が高く、グループワー
クなどに積極的に取り組むことができる。 
●アルファベットに苦手意識があるため、ワー
クシートに書き渋る児童がいる。 

・児童が楽しめるアクティビティを活用して、めあての
表現を繰り返し練習し、定着を図る。 
・アルファベットの大文字、小文字、四線上の書き方な
ど、定期的に練習する活動を入れる。 

日新 

ｱｸﾃｨﾌﾞ 

〇友達と行う協働的活動に意欲的に取り組む。 
●相手意識をもって表現を工夫することが難
しい。 

・様々な教科の学習で学ぶ表現方法を活用できる機会
を設ける。 

学びに向かう力等を育む方策 

・学んだことのよさを感じ取れるように教材や場面設定を工夫する。（国、算、理、社） 
・学習を振り返り、自分の学び方を知り、次の機会に生かせるようにする。（全） 
・目的を明確にして友達と話し合う活動を重視し、友達と協力して楽しく学ぶ。（全） 



  

 

令和４年度 第６学年 授業改善推進プラン 

府中市立日新小学校 

教科等 児童の実態から見た成果○と課題● 具体的な授業改善のための方策 

国語 

○漢字学習で、自分の課題を把握し、それに合 
った練習法を考えられる児童が多い。 
●相手の話の要点をおさえて聞くことが苦手 
な児童が多い。 
●構成を工夫して文章を書くことが難しい。 

・話し手の意図を意識しながら聞く姿勢をもたせる。 
・日常の中で書く活動を多く取り入れる。また、上手  
に書けている文章を提示するなど、構成の工夫のポイン 
トを指導する。 

社会 
〇資料を読み取ることができる。 
●資料を読み取り、そこから分かることや想像
できることを考え、表現することが難しい。 

・当時の人の気持ちを想像させ、資料の中のものをでき
るだけ自分たちに近いものとしてとらえさせる。 
・映像資料等を活用してイメージをもたせ、キーワード
を使って自分の考えをまとめる指導をする。 

算数 

○よりよい計算方法を検討したり、答えを確か
めたりする姿が見られるようになってきた。 
●計算方法を考えたり、答えを確かめたりする
ための知識・技能が追い付いていない児童が見
られる。 

・計算方法を考えるためのスタートラインをそろえ、誰
でも学習に参加できる工夫を行う。 
・いくつかの計算方法を考え、答えを多面的に調べてい
る児童を価値付ける。 

理科 

○問題に対する予想に、自身の生活経験や既習
事項を活用して表現することができる。 
●問題を見いだすことやより妥当な考えをつ
くりだすことに、難しさを感じている児童が見
られる。 

・身近な自然の事物・現象に触れる機会を多く取り、気
付いたことを焦点化しながら問題を見いだせるように
する。 
・考察するためのポイントを示し、自身の言葉で表現で
きるようにする。 

音楽 
〇器楽や箏の演奏に意欲的に取り組むことが
できる。 
●協力して向上させていく意識が、足りない。 

・ICT を活用して児童が自ら考えられるように教材を
作成する。 
・ICT を活用して興味を持って、歌唱や鑑賞に取り組む
ことができるよう指導する。 

図工 

 

〇こだわりをもって表現活動に取り組む姿勢
がみられる。 
●配慮を要する児童が多く、発想・技能の個人
差があるため、個別の支援が欠かせない。 

・様々な材料や技法を紹介し、自分なりの表現方法を追
求する姿勢を育てる。 
・ねらいや作業工程がわかるように視覚的な参考見本
等を用意し、個別に支援していく。 

家庭 

〇実践的な活動に積極的に取り組み、楽しさ、
やりがいを感じている児童が多い。 
●生活から問題を見つけ課題を設定しようと
する姿勢が不十分で、学びが深まりにくい。 

・自分の生活を振り返って問題を見つけさせるような
授業や学習プリントを計画し、課題がもてるようにし、
解決方法を考えさせる。 

体育 
○運動の楽しさを感じている。 
●自己の課題を見付け、解決するための方法や
活動を見いだせない児童が見られる。 

・課題を見付けたり、解決したりするための時間や活動
の場を意図的に設定する。 

道徳 

○主題について自身が経験したことを基に、考
えることができる。 
●主題を自身の生活にどのように生かしてい
けるかを考えられない児童が見られる。 

・授業の終末にこれまでの生活を振り返る時間を取り、
学んだことをどのように生かしていけるかを考えさせ
る。 

外国語 

○外国語に対する興味・関心は高い。 
●外国語の発話に不安を感じる児童がいる。 
●アルファベットを正しく書くことに不安を
もつ児童もいる。 

・ペアやグループでの活動を効果的に取り入れる。 
・身近で興味深い題材を取り入れ、1 文字→1 単語→な
どと順を追って書く活動を行う。 

日新 

ｱｸﾃｨﾌﾞ 

○ICT を活用して、調べ学習に進んで取り組む
児童が多い。 
●集めた情報を、自分のテーマに沿って取捨選
択することが難しい。 
●調べたことを自分の言葉でまとめることが
難しい。 

・全体でテーマを共有し、範囲を狭めることでテーマを
見つけやすくする。 
・調べたことを項目ごとに書き出した上で、まとめさせ
る。常に、調べた内容が相手により伝わる言い方を考え
せる。 

学びに向かう力等を育む方策 

・色々な構成での学び合いを重視し、児童が主体的に学習に取り組める学習環境を整える。（全） 
・振り返りを行い、既習事項の確認やその時間の見通しをもたせることで、学習への意欲を高める。（全) 
・やってみようと思える学級集団をつくる。そして、やったらできたという経験を積ませることで学習への自信
をつけさせる。（全） 


