
令和元年度授業改善プラン 中野区立白桜小学校

１ 全体計画

学校の教育目標 ○自ら進んで考える子

○思いやりをはぐくみ、行動できる子 ○心や体の健康を大切にする子

令和元年度学校経営方針

Ⅰ「未来を担う子どもが主役の学校」 Ⅱ「『分かった』『楽しい』の声が教室にあふれる学校」

Ⅲ「学校・地域とともに子どもを育てる学校」 Ⅳ「信頼される学校」

本校の捉える「確かな学力」

・基礎的・基本的な知識・技能を確実に身に付ける。

・学ぶ意欲や、自分で問題を見出し、自ら学び、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解

決する力を身に付ける。

【指導の重点】

Ⅰ「未来を担う子どもが主役の学校」の具現化に向けて、すべての教育活動で子どもの学びの必然性を重視す

るとともに、子どもたちが学習の主体者となる授業を行い、一人ひとりの思いや願いを実現する指導を行う。

Ⅱ「『分かった』『楽しい』の声が教室にあふれる学校」の具現化に向けて、ＩＣＴを効果的に活用した学習や

問題解決の過程を大切にした学習を取り入れ、知識や技能に加えて、学ぶ意欲や自ら問題を見出し、自ら学び、

よりよく問題を解決する確かな学食を身につけさせる。

Ⅲ「学校・地域とともに子どもを育てる学校」の具現化に向けて、地域が有する人材、施設、自然を生かした

体験的な学習、言語活動を重視した学習を展開し、「習得 活用 探究」に関わる能力・コミュニケーション

の能力を育成する。

Ⅳ「信頼される学校」の具現化に向けて、教員が自己研鑽に努めるとともに全教員による理科についての指導

の研究を通じて授業力を高め、子どもの思いに応える教育活動を行う。

授業改善の視点

指導内容・指導方法の

工夫

○子どもの学びの必

然性を重視すると共

に子どもが主体者と

なる指導

〇問題解決の過程を

大切にした学習を取

り入れ、学ぶ意欲や、

自分で問題を見出し、

自ら学び主体的に判

断する指導

○ICT機器を積極的か
つ効果的に活用し「分

かる授業」の展開。

教育課程編成上の工夫

○基礎・基本の学力の

定着と言語活動の充実

○心の教育の充実のた

めに、読書指導、感想

文指導の充実

○校外学習の充実と体

験的・実践的な学習が

工夫できる編成

評価の工夫

○個別の具体的な評

価場面の多様化と評
価と指導の一体化
○学力・体力調査を生

かした指導法の工夫
と評価への反映
○特別な支援が必要

な児童への配慮と学
習指導評価の工夫
○机間巡視やノート

指導による評価の工
夫

家庭・地域との連携の

工夫

○家庭や地域が有する

人材、施設等を生かし

た体験的な学習の展開

○地域を素材とする学

習を通じ「習得・活用・

探究」に関わる能力、

コミュニケーション能

力の育成

○学習規律の確立

○家庭学習の充実と習

慣化の確立

校内研究・研修の工夫

○全教員による理科に

ついての指導の研究

○理科の学習の充実に

よる、主体的・対話的

な学びの充実

学力向上に向けた任期付短時間勤務教員の活用

任期付短時間勤務教員は少人数指導に TTとして入り、個別支援が必要な児童への支援を行ったり、小集
団に分けての指導を行ったりする。また、第３～６学年を対象に放課後学習を設定し、基礎的・基本的な学

習内容の反復練習や既習内容の振り返りに取り組み、学力の向上、学習意欲の向上に繋げる。

ALTの活用の工夫
3年生以上の外国語活動において T2として ALTを活用していくが、特に異文化の理解や新出語彙等の発

音等 ALTだからこそできることを明確にして授業を一緒に作り上げていく。また、ペア・グループ活動な
どでは指導のみならず評価に関わってもらう。



２ 各教科における授業改善プラン

（１）国語科

国語科の重点

・学習した漢字が定着するよう、繰り返し練習させる。

・読書活動を充実させる。4年生以上はページ数を記録。

・語彙を増やすため、国語辞典を活用させる。

・日常的にスピーチ活動を導入し、話す・聞く力を身に付けさせる。

・活動と学びが結びつくよう、単元計画・指導を工夫する。

・児童が言葉の特徴に気付き、適切に使う力を身に付けられるよう、着目する言葉や要旨をおさえる指導を工夫する。

現状分析（成果と課題） 授業改善プラン

分析内容 指導上の課題 改善案

１
年

読書が好きな児童が比較的多い。

書くことにまだ慣れておらず、鉛

筆の持ち方や姿勢の保持に課題

がある児童が多い。文章を書くと

きに、「は」「を」「へ」などの助

詞や「っ」などの拗音を使い分け

ることが難しい児童も多くいる。

話すときや書くときに話型を示し

て指導すれば、自分の考えを伝える

ことができる。しかし、自分の考え

や思いを文に表わすことに苦手意

識を抱く児童も多く、書く力は児童

によって個人差が大きい。また、文

章を書くときに、助詞や拗音を正し

く使って文を作ることに課題があ

るため、書く指導を行う際は、個別

指導が必要である。

教科書にのっている文やモデル文を基に

して、児童が自分の考えや思いを表す方法

を知り、活用できるよう指導する。学習し

たことを繰り返し活用しながら、定着を図

りながら、個別支援が必要な児童は机間指

導の中で一緒に考えることで、書くことに

安心して取り組めるよう指導する。教科書

の音読を学校と家庭で繰り返し行い、助詞

や拗音についても指導し、定着を図る。

２
年

学力調査では、「書くこと」を除

き目標値を達成した。特に、「話

しをききとる」は、11.5ポイント

上回っている。「書くこと」は目

標値を 4.8 ポイント下回ってい

る。書字能力が低かったり、文章

を書くことに慣れていなかった

りして、苦手意識をもつ傾向にあ

る。また、新出漢字や言語事項の

習得、定着にも課題がある。

書くことに関しては、同じ言葉を繰

り返し書いたり、文と文がつながら

なかったりする児童もおり、個人差

が大きい。習った漢字やカタカナを

適切に使えない、拗音や句読点を抜

かしてしまう児童も多く、語彙も少

ない。

読むことに関しては、文章の内容と

自分の経験とを結び付けて感想を

もつ力を伸ばしたい。

週末日記に取り組み、日常的に書く活動を

行う。書き出しや文末の例を示したり、モ

デル文を読ませたりして、段階的に自分の

考えを書くことができるように指導して

いく。個別支援が必要な児童に対しては、

机間指導の中で、書きたいことを一緒に考

えたり、穴埋め式のワークシートを用意し

たりして、安心して書けるような環境を整

える。書字に関しては、１０問テストを中

心に反復練習を行い、定着を図る。助詞や

拗音・促音は、動作化したり、声に出した

りして指導する。

読むことに関しては、読み聞かせを行い、

語彙を増やす。また、図書の時間に文字数

の多い本を紹介し、少しずつ絵本から物語

に読書の幅を広げられるようにする。



３
年

全体的に区の平均を上回ってい

る。特に「話の内ようを聞きとる」

「漢字を読む」「漢字を書く」で

は目標値を６ポイント、「ことば

の学しゅう」では目標値を１３ポ

イント上回っている。しかし、「読

むこと」に関しては，目標値は上

回っているものの区平均・全国平

均を 1ポイント程度下回ってい

る。

「ものがたりの内ようを読みとる」

では、登場人物の気持ちに寄りそっ

て読解をすることはできているが、

叙述に則して読めていない部分が

多い。「せつ明文の内おうを読みと

る」では、各々の具体例について理

解はできても、文全体の構成を理解

し、話の中心を理解することが難し

い児童が多い。授業で「言語」に着

眼させ丁寧に読解させたい。

授業の際は、叙述を根拠として自分の考え

が発表できるよう習慣化していく。また、

構成や段落、語や語句を意識させ、分から

ない言葉は辞書を引くなど言葉に対する

感覚を豊かにする。日常的に読み聞かせや

読書タイムを設定し、様々なジャンルの文

章に親しむことができるようにする。

４
年

全体的には、区の平均を上回って

いる。特に「書く能力」が高く、

作文は、目標値よりも 1３.４ポイ

ントも高い。読みについては、す

べての項目で目標値を５～１０

ポイント上回った。ただし、調べ

た結果の表をもとに書くことに

関しては、正答率が４３％と低

い。なかなか文章を書けない児童

もいる。

書くことについては、日常的に取り

組み、指導をしているが、書くスピ

ードや内容には個人差が見られる。

また、提示された主題に沿った内容

を考えたり、文章を読み取って適切

な言葉を補って文章を書くことが

苦手な児童もいる。全体で、大まか

な書き方を例示するが、個別指導に

重点を置いて指導する必要性を感

じる。

継続して、書く活動は日常的に取り組んで

いく。児童が書くことへの意欲を高められ

るように、時には、個人に応じて、自分が

書く・書きたい主題を設定していく。また、

その中で、文章の組み立て方や適切な言葉

を補なったりする指導をすることにより、

自分の思いを伝えられる文章を書く機会

を増やしていく。その後、書いた文の交流

をすることで、書くことへの達成感を味わ

わせていきたい。

５
年

中野区学力調査、都学力調査の結

果は、すべての項目で都平均を上

回っている。特に「言語」「物語

を読む」の正答率はは、９０％以

上になっている。しかし、「話の

内容を聞きとる」は５８％と、と

ても低い。

「聞く・話す」では、自分の考えを

発表することはできるが、友達の考

えと比べたり、話をまとめたりする

ことが苦手である。このことから、

話し合いのスキルを指導し、身につ

けていく必要がある。

「読む」「言語」については、引き続き、

日常の読書活動のすすめ、言語事項の基礎

基本を徹底するようにする。また、「聞く・

話す」では、話し合いのスキルを指導し、

活用できるよう、指導計画に組み入れてい

くようにする。

６
年

中野区学力調査の結果から、

「話す聞く力」「読む力」は学年

の半数も平均に達していないこ

とが分かる。特に読む力は、５年

生の時より２４.８ポイント下降

した。一方、「漢字を書く」の値

は目標値を上回っている。

課題が明確なことにはしっか

りと取り組めるので、読み取りの

課題を明確にしていくことを心

がけていく必要があると考える。

気持ちに寄りそって読解をする

こと、叙述に則して読めていない部

分が多い。授業で「言語」に着眼さ

せ丁寧に読解させたい。作文構成の

仕方も、身についていない児童がい

るので、書く内容を工夫し楽しく書

かせることを繰り返し行っていき

たい。

授業の際は、主人公の想いを想起させ、

叙述を根拠として自分の考えが発表でき

るよう習慣化していく。また、構成や段落、

語や語句を意識させ、分からない言葉は辞

書を引くなど言葉に対する感覚を豊かに

する。

日記などの書く活動も継続していき、自

分の考えや思いがさらに表れるよう、理由

を入れて書くことを指導していく。



（２）社会科

社会科の重点

・児童の学びを支援し、問題解決的な学習で授業を行う。

・繰り返し復習して知識を定着させる。

・３・４年生で方位、地図指導など地図帳の活用を図る。

・地球儀、地図帳を活用して、興味・関心を持って調べられるようにする。

・地域に出て人や物とふれあう体験をする。

現状分析（成果と課題） 授業改善プラン

分析内容 指導上の課題 改善案

３
年

学区域探検やたんけんマップの

作成を通して、学校のまわりの町

の様子や特徴が少しずつつかめ

てきている。地図記号は、興味を

もち意欲的に覚えようとしてい

る。方角や主な通りの名称や周り

の区などの地理的な位置関係が

つかめない児童がいる。

児童が進んで調べようする学習計

画を立てていく時に個人差が出て

しまう。また、児童の生活経験の差

も大きい。校外学習を効果的に活用

したいが、探検しながら自分の移動

している経路や方角、地形の特徴

等、調査・見学して分かったことを

意味付けしたりまとめたりするこ

とに課題がある。

児童が調べに出かけたいという目的の必

然性を意識しながら学習計画を立ててい

く。見学して「楽しかった」だけの学習に

ならないように、探検中に方角や経路を確

かめながら歩いたり、中野区の地形の特徴

が分かるように常に働きかけたりする。資

料等活用では「どうしてなんだろう」と意

味や理由を考える活動を取り入れた授業

を行う。

４
年

「安全なくらし」や「くらしを支

える水」の学習は体験活動等を通

し、興味・関心をもって取り組ん

でいた。資料を読み取ったり、イ

ンターネットを使って自分で調

べたりすることも好きである。し

かし、必要な資料を取捨選択した

り、調べたことをもとに考えたり

することには個人差が見られる。

関心・意欲は全体的に高いものの、

地域社会での体験や社会事象の知

識や経験に個人差が見られ、指導す

る上で課題となった。たくさんある

資料を取捨選択し読み取る能力・ま

とめる能力が弱いので、具体的に指

導していく。また、読み取ったこと

や調べたことをもとに考える力を

育成していく。

問題解決的な学習を通して、自ら問題意識

をもって、学習問題を考え、調べ、追求し、

話し合い表現できるような活動を設定し、

学習意欲を高める。調べ学習の際も、内容、

必要な情報を学級全体で共有して行う。資

料から読み取ったことを発表させ、根拠と

なる事象について多様な考えを発表させ

る場を設ける。また、ペアやグループ活動

など話し合い活動を取り入れることで、体

験や知識の個人差を埋めていく。

５
年

都学力調査の結果、どの観点でも

都平均を上回っており、全体的に

学習の定着が図れていると言え

る。「技能」に関しては、都平均

を上回っているものの、他の観点

ほどではなく、日々の授業を改善

することで、さらに向上させるこ

とができると考える。

資料などを読み取る際に、資料の読

み方がわからない児童や、どこをど

のように活用してよいのかが分か

らない児童が多くいる。資料の適切

な読み方を理解させた上で、資料か

ら必要に応じて情報を得る力を育

てていく必要がある。

電子黒板を活用し、資料を拡大表示しなが

ら資料の見方、読み取り方を指導する。具

体的には、まず資料の表題、縦軸、横軸、

出典などを一つ一つ確認する。その上で、

資料から読み取れる事実や大まかな傾向

などを発言させ、共有する。そのような活

動を繰り返し行うことで、一人ひとりの資

料活用能力を高めていく。



６
年

中野区学力調査の結果から、

「社会的事象への関心・意欲・態

度」が 57.4％と区平均を 2ポイ

ント下回り、「社会的事象につい

ての知識・理解」については

60.8％と 3ポイント下回る結果

となり、課題がみられる。日常生

活でのニュースなどにより関心

をもたせる工夫や、授業で得た知

識を使ったり、復習する機会を持

たせる工夫が必要。

歴史の学習に対する興味・関心に

は個人差があるため、資料提示や学

習形態の工夫が必要である。

領域も地理から歴史と学習内容

が違うので復習しづらいことも課

題としてある。学習がやりっぱなし

にならないよう学習内容を反復し

て復習する機会を設けていく必要

がある。

学習内容に興味・関心がもてるよう、教

師側が資料を精選し、タブレットや大型テ

レビなどの視聴覚教材を効果的に提示し、

児童が意欲的に考えられるようにする。

また、単元ごとに、学習したことを新聞

にまとめることで、自らの学びを再考した

り、必要なことを調べたりすることで知

識・理解の定着を図る。また、自分の興味・

関心に基づいてまとめさせることで、関

心・意欲・態度を高めるとともに、さらに、

論理的に思考する力を育んでいく。



（３）算数科

算数科の重点

・主体的に学習に取り組めるような授業展開をする。

・具体物、図、数直線などを使って個人で考えをもたせ、根拠を明らかにして伝え合い、対話的に学ぶ力がつく授業展開をする。

・道具を使っての具体的な操作活動では、児童一人ひとりの実態に応じながら丁寧に指導する。

・ICTを活用し、教材の提示の仕方を工夫する。
・思考過程が見えるノート指導をする。

・ドリル、プリントなどで反復練習を行い、基礎的･基本的な知識技能の習得を図る。

・体験的な活動を通して量感を育てる。

・学年に応じて、少人数習熟度別学習を行う。個別指導を引き続き行う。

現状分析（成果と課題） 授業改善プラン

分析内容 指導上の課題 改善案

１
年

単純計算や具体物等を使った操

作的活動には意欲的に取り組ん

でいる。しかし、数の構成がまだ

理解できていない児童や、個別対

応が必要な児童も各クラスで数

名ずついる

ノート黒板等の教材教具がクラス

分そろっていないことで、児童の理

解が進みづらいところもある。ま

た、個別対応を必要とする児童への

指導時間の確保が難しい状況にあ

る。

TTを活用したり、座席を配慮したりしな

がら、個別対応しやすい体制を整えてい

く。また、電子黒板の導入に伴い、電子黒

板を使い、児童が視覚的に見やすい工夫を

する。個別指導が必要な児童については、

夏季休業中に補習を行い、個別対応を行っ

ていく。教材、教具の整備を計画的に進め

ていく。家庭と連携を図り、児童の課題を

宿題等で補っていく。

２
年

学力調査の結果では。領域別、観

点別のどちらで見ても、区の平

均、全国平均を全ての項目で上回

っている。全体的にはおおむね理

解できている。ただ、文章を読み

取って立式したり、式から文章を

選んだりする問題や時計を読み

とる問題は、平均並みで低めであ

る。

学力調査等では、文章問題は、

個々に文章を読んで立式しなけ

ればならない。しかし、授業では、

文章問題を全体で読んで、立式し

ていくことが多い。個人で文章問

題に取り組む時間が少ないのが

課題である。時計は、取り扱う時

数が少ないため、授業だけでは、

定着が難しい。日常的に、時計の

読み方について触れていく必要

がある。

文章問題は、大事な事を整理させたり、具

体的な場面を想像させたりしながら、色々

なパターンの文章問題を取り扱う。家庭学

習等も活用しながら、個々で文章問題に取

り組む時間を確保する。時計は、日常生活

でも、積極的に取り入れていき、習熟を図

っていく。休み時間や放課後等も活用しな

がら、個別指導を行っていく。

３
年

学力調査の平均正答率の結果か

ら、「基礎」をできているが「活

用」の平均正答率が２０％低い。

また、「数と計算」についてはよ

くできているが「量と測定」は、

低い。観点では、「技能」が、他

の観点より高い。2年生までの習

熟に課題が見られる児童も数名

いる。

基礎基本の定着の徹底を継続しな

がら、活用の力を伸ばす工夫をす

る。「量と測定」を「数と計算」の

レベルまで１０％の正答率を上げ

るように丁寧に指導する。

2年生までの習熟に課題がある児童に対し

て、少人数での人数をより少なくして個別

指導する。また、補充学習でわからない学

年にもどって指導する。「量と測定」では、

体験的な活動を多く取り入れて量感を育

てる。課題解決へ向けて自己解決、話し合

いを通して、基礎の確実に身に付けさせる

とともに、活用の力をつけていく。



４
年

学力調査の平均正答率の結果か

ら、「基礎」をできているが「活

用」の平均正答率が２６％も低

い。領域では、「図形」が低く、

他は、８０％を超えている。観点

では、「関心・意欲・態度」が高

く、「数学的な考え方」がやや低

い。2年生までの習熟に課題が見

られる児童も数名いる。

活用の力を伸ばすことが大きな課

題である。基礎を活用するために思

考過程を考え、表現させる授業を行

っていく必要がある。「図形」では、

特に描く作業が課題なので丁寧に

取り組み、わかるまで描かせること

が大切となる。2年生までの習熟に

課題が見られる児童の対策をより

厚く行う。

「関心・意欲・態度」が高さを生かし導入

を工夫する。活用の力を伸ばすために。既

習事項から自己解決、話し合いを通して、

課題を解決させる授業を繰り返し行う。ま

た、文章題では、問題を正確に把握するす

るスキルを身に着けさせ、図や数直線など

を使った解き方ができるように指導する。

2年生までの習熟に課題がある児童に対し

て、補充学習でわからない学年にもどって

指導する。

５
年

都学力調査の結果から「比較・関

連付けて読み取る力」や「意図や

背景、理由を理解・解釈・推論し

て解決する力」が課題として挙が

る。また、計算ミスなども目立っ

ていたため落ち着いて解いたり

見直したりする習慣を身につけ

させることも課題として残る

算数の学習への意欲が低くなって

いる児童への支援の仕方が課題で

ある。また、成績上位者に対する授

業の進め方や、課題の与え方、発問

の仕方についても工夫が必要であ

る。答えだけではなく、思考の過程

を重視することで論理的な思考を

伸ばしていく。

レディネステストを元にクラス編成や、教

材提示などを工夫し、成績下位層の支援を

することで学力や意欲の向上を図る。ま

た、上位者にも発展的な問題を与えてい

く。そして、協働的な学習の時間を意図的

に設定することで、課題解決へ向けて協力

し合い、「知識・技能」「思考力・判断力・

表現力」を確実に身に付けさせていく。

６
年

前年に比べて基礎は高いが活用

がさがっている。領域では「量と

測定」「図形」は伸びているが、

「数量関係」は落ちている。観点

では、「知識・理解」がよくなっ

ている。正答率度数分布は大きな

山が２つである。公式をそのまま

使う課題はできるが、本当の意味

での理解が不足している。量感を

養う、日常との関連ができるなど

の対策が必要だと考える。

基礎基本の定着の徹底を継続しな

がら、活用の力を伸ばす工夫をする

必要である。個人の差が大きいの

で、対応するため手立てが大切とな

る。補充学習を有効に活用し、算数

の学習への意欲が低くなっている

児童への支援を行う。また、成績上

位者に対する授業の進め方や、課題

の与え方、発問の仕方についても工

夫が考える。

レディネステストを元にクラス編成を工

夫し、グループにあった教材提示、授業の

進め方、内容を工夫する。習熟に課題があ

る児童に対して、補充学習でわからない学

年にもどって指導する。また、成績上位者

には発展的な問題、協働的な学習、多面的

多角的に課題解決ができるように意図的

に設定することで、基礎基本を活用できる

力、「思考力・判断力・表現力」を身に付

けさせていく。

少人数指導

３学年以上は、学年を習熟度別のグループに分割し、学級よりも少人数で学習を進める。学習方法

についても、児童一人ひとりの習熟度に合った学習を進める。習熟度の高い児童については発展的

な問題を多く行って考える力をより一層高め、習熟がまだ十分でない児童については基礎・基本を

中心に学習を進め学習内容が確実に定着していけるような指導を推進する。

任期付短時間勤務教員

中野区採用の任期付短時間勤務教員の指導時間を使い算数の指導を更に手厚く行う。児童の実態や

単元の構成などを考慮し、習熟度別のグループをさらに細かく分けて２学級４展開、３学級５展開

も視野に入れた少人数指導を進める。



（４）理科

理科の重点

・問題解決の過程を重視した理科の授業づくりをする。

・自然事象の把握、問題の見いだし、予想・仮説、検証計画、結果の見通し、実験・観察、結果の処理、考察、結果の導出、活用

といった問題解決の過程を学年の目標に合わせて指導するようにする。

・予想する時間を確保し、個人だけでなくペアやグループ活動を通して、多様な考えを交流する場を作る。

・視聴覚教材を効果的に利用し、科学的な思考をはたらかせる一助となるようにする。

現状分析（成果と課題） 授業改善プラン

分析内容 指導上の課題 改善案

３
年

３年生から学習が始まる教科の

ため、関心・意欲は高い。観察カ

ードではスケッチの仕方や五感

を使った観察の仕方を指導して

いるが、個人差は大きい。どの活

動でも予想・仮説を立ててから実

験・観察に取り組む経験を積んで

きている。知識の定着には個人差

がある。

科学的な思考をもって事象をとら

えることに課題がある。観察や実験

の目的を理解できないと、その場だ

けの活動になってしまう。問題作り

から丁寧に行い、自分たちの問題と

して考え、結果から結論を導く体験

を通して、科学的思考を深めたい。

予備実験を確実に行う。

学級で差異点や共通点から問題を見出し、

予想・仮説を立ててから、実験・観察を行

う。この時、観察・実験の方法を確認し、

結果の想定も行う。結果のまとめ方やグラ

フや分布図など視覚的に捉えられるよう

にし、児童が納得できるように指導してい

く。予想・仮説の確認から結論を導きだし、

科学的思考を深めていきたい。

４
年

意欲的に取り組む児童が多く、予

想を立てて、観察や実験などに取

り組んでいる。しかし、予想の立

て方や結論のまとめ方、考察につ

いては、文章や表などでの表現の

仕方に個人差が見られたり、知識

の定着には個人差が見られたり

する。

観察や実験の前の予想をする時間

を大切にし、科学的な思考を身に付

けさせたい。しかし、知識だけが先

行して、予想が偏ってしまう児童や

根拠を説明することが難しいと感

じる児童も多い。また、実験に時間

がかかり、まとめや考察の時間が少

なくなってしまうことがある。

予想する時間を確保し、個人だけでなくペ

アやグループ活動を通して、多様な考えを

交流する場を作る。その際に、既習の内容

や生活経験を基に、根拠のある予想や仮設

を考えられるようにする。予想、仮設を立

て、実験を行い、理解を深めるとともに、

主体的に問題解決しようとする態度も育

むことができるように指導していく。

５
年

都学力調査の結果から考えると、

都の平均は上回っているものの、

全体的に正答率が低い。

「技能」については、正答率が６

７％よい結果が見られたが、「科

学的な思考・表現」の正答率は、

５６．５％と低い結果になってい

る。

児童の主体的が学びがあれば、学力

の向上が図れると考える。指導計画

作成時に、児童の主体的・対話的で

深い学びを目指せるよう、問題解決

の過程を見直す必要がある。

実験や観察において、自然事象の把握、問

題の見いだし、予想・仮説、検証計画、結

果の見通し、実験・観察、結果の処理、考

察、結果の導出、活用といった問題解決の

過程を踏み、５年生では特に「検証計画、

結果の見通し、実験・観察、結果の処理」

に重点を置いて指導していくようにする。



６
年

中野区学力調査の結果から、特

に「科学的な思考・表現」が目標

値や区平均から９ポイント以上

下回った。実験や観察には意欲的

に取り組んでいるものの、実験結

果の要因や規則性、関係を推論す

る力に課題があると考えられる。

各単元では、専門的な用語が多

く、内容も抽象的である。そのため、

自分の知識として習得することが

難しいと考えられる。実験や観察を

行う根拠となる問題や結果をうけ

て考察することを切り離して考え

ている児童も見られるため、一連の

学習過程を身につけさせていく。

実験や観察も決まった順に行うのでは

なく、児童の予想に合わせて柔軟な学習過

程をとっていくことが重要である。また、

児童の思考に沿った授業を行い、考察の段

階では児童の主体的・対話的学びにつな

げ、深い学びへと発展させていく。また、

視聴覚教材を効果的に利用し、科学的な思

考をはたらかせる一助となるようにする。



（５）生活科

生活科の重点

・具体的な体験活動を多く取り入れ、気付きや考えを交流する場を大切にしていく。

・観察カードを継続的に行い、植物や生き物への関心を高めるとともに、観察の視点を押さえる。

・地域との交流を取り入れ、身近な人たちとかかわる楽しさを味わわせる。

・１・２年生間での交流を大切にし、１年生の時を振り返ったり、２年生への期待をもたせたりす

る活動を取り入れていく。

現状分析（成果と課題） 授業改善プラン

分析内容 指導上の課題 改善案

１
年

身の回りの自然や身近な人

たちに興味をもち、意欲的に

学習に取り組む姿が見られ

る。活動している中でいろい

ろな事に気づくことはできて

も、それを文章や絵でまとめ

る力には個人差がある。

観察や作る活動などの時間

は確保できているが、ふりかえ

る時間がなかなかとれない。生

活科室や空き教室がないため、

体験や製作・交流などのときに

活動を充分に確保したり、継続

的に取り組ませたりすること

が難しい。

体験だけで終わることのないよう

に、ふりかえりの時間をしっかり取

る。その際、視点を示して考えや気付

きを書かせるようにする。また、児童

間でカードや作品を見せ合い、多様な

考えや気づきがもてるよう設計図や

絵などを織りまぜながら言語での表

現に至るように支援する。

活動場所や交流が多くできように

する。また、活動の場所を校外にする

など、地域との連携を図りながら活動

させていく。

２
年

身の回りの自然や生き物

に興味をもち、進んで学習

している。生活体験には個

人差があるため、気付きや

表現力には差が見られる。

色々な事に気付くことが

できても、絵や文でまとめ

るのが苦手な児童も見ら

れる。教師の働きかけで個

人の気づきを学級に広げ、

全体の気づきへと繋げて

いくようにしている。

児童を取り巻く環境をみる

と、自然や生き物と触れ合う

機会が少ない。従って、直接

目で見たり、耳で聞いたりす

る直接体験が少ないと考え

る。学校での栽培活動や教室

での飼育活動、校外学習や生

活科見学などを通して活動を

充分に行わせたり継続的な取

り組みをしたりして、自然体

験を増やしていくことが課題

である。

家庭とも連携して、自然や生き物に

触れる環境・触れる体験ができるよ

うにする。そのきっっかけとして毎

月「生活科ビンゴ」を取り入れ、行

事や食べ物、生き物、植物など四季

折々のものに直接体験できるよう

にする。

気付いたことをまとめる活動につ

いては、国語など他教科と関連させ

て、文章の書き方を繰り返し指導し

ていく。体験活動は、校外も利用し

て行っていく。



（６）音楽科

音楽科の重点

・発達段階に応じて、曲想に合った発声の仕方や楽器の奏法を身に付けられるようにし、曲想と音楽の構造との関わ

りを捉えながら児童が自分の思いや意図を表現する力を育てる。

・ペアやグループでの活動や旋律づくりなどの学習を通して個別の支援を行い、鍵盤ハーモニカやリコーダー、打楽

器などの奏法を指導し、技能を高める。。

・音楽を聴きながら体を動かす活動を通して、音楽との一体感を味わったり、音楽の諸要素を感じ取ったりできるよ

うにする。

・常時活動を通して、音楽の技能を高めたり、音楽を形作っている要素の理解を深めたりし、音楽の基礎的な能力を

育てる。

現状分析（成果と課題） 授業改善プラン

分析内容 指導上の課題 改善案

１
年

歌やリズム遊びに意欲的に取

り組める。特に、手遊び歌や

リズム遊びは興味をもって楽

しく演奏している。大きな声

で元気よく歌える児童が多

い。鍵盤ハーモニカの指遣い

は、初めて経験する児童ほど

時間がかかるので、丁寧に指

導していく必要がある。

全体指導の中で動作をつけて

歌ったり小節ごとに歌ったり

しながら基本的な歌唱の仕方

を身に付けていく。歌うことに

消極的な児童にもグループや

ペア活動で自信をもたせるよ

うにする。いろいろな楽器で演

奏させ、音色の違いや響きを感

じさせていく。

全体での一斉指導のほかに、グループ

での活動を行い、個別に支援したり、

教え合いの時間を取ったりするよう

にする。また、様々な活動の中で発表

の場を設け、称賛の機会を増やし、振

り返りの時間をつくる。さらにペアや

グループでの活動も加え、個別の見取

りをしやすくすると共に、学級全体の

前で表現することに躊躇してしまう

心情を解消させる。

２
年

歌唱やリズム遊び、鍵盤ハー

モニカの演奏に意欲的に取り

組み、楽しく活動している。

鍵盤ハーモニカの指導では基

礎が身についている児童が多

いが、指使いに気をつけて演

奏するのが難しい児童もい

る。リズムを正確にとること

もできる。鑑賞では、身体表

現をしながら楽しく聴くこと

ができる。

表現活動への意欲を保ちなが

ら、楽しく活動できるよう基礎

基本の力を高めていく。歌唱で

は、曲想に合わせて、自然な歌

声を身に付けていく。鍵盤ハー

モニカの指導では、タンギング

や正しい指使いを中心に指導

を行い、きれいな音色で演奏で

きるようにする。

歌唱では、歌詞や曲想からどんなイメ

ージをもったか話し合ったり、感じた

ことを体で表現したりする場を設け、

歌い方を工夫できるようにする。ま

た、グループやペアでの活動や発表の

場を多く設ける。鍵盤ハーモニカの指

導では、専科と連携を図り、個別指導

の時間が確保できるようにする。鑑賞

ではくり返し聴き、気付いたことや感

じたことを全体で共有する時間を設

けていく。

３
年

歌唱では、曲想を感じ取って

自然ときれいな歌声で歌う姿

がみられる。リコーダーの演

奏に意欲的に取り組んでいる

児童が多いが、指使いやタン

歌唱では、母音、子音、濁音、

鼻濁音などの発音に気を付け、

呼吸を意識した歌い方を身に

付けていく。リコーダー指導で

はタンギングや息の強さに気

歌唱では、今月の歌や常時活動におい

て本時の学習に繋がる呼吸や発音の

仕方を身に付ける活動を授業の初め

に行う。リコーダー指導では、個別指

導の他に、友達同士で音を聴き合う学



ギングはまだ慣れていない児

童もいる。

を付けてきれいな音色で演奏

をできるようにする。

習や、即興的な旋律づくりの活動を通

して、一人ひとりの技能を高められる

ような学習に取り組んでいく。

４
年

歌唱では、曲想に合わせて自

然で無理のない声で歌うこと

ができる児童が多いが、正し

い音程感覚が身に付いていな

い児童もいる。器楽では、タ

ンギングや息の使い方気を付

けてきれいな音色でリコーダ

ーを演奏することができる。

歌唱では、曲想と音楽の構造や

歌詞の内容との関わりに気付

くことができるようにしてい

く。また、階名による模唱や暗

唱に親しみながら音程感を育

てていく。器楽では、互いの楽

器の音を聴き合って演奏する

技能を高めていく。

歌唱では、児童が感じ取った曲想を基

にしながら、リズムや旋律などの特徴

や歌詞に目を向けるようにし、曲の特

徴を捉えた表現の工夫をする。器楽で

は、常時活動でのリズム遊びなどを通

してリズム感を育てるとともに、重奏

や合奏では自分のパートの役割を意

識し、音を合わせる喜びを味わえるよ

うにする。

５
年

歌唱では、児童が感じ取った

曲想を基にしながら、リズム

や旋律などの特徴や歌詞に目

を向けるようにし、曲の特徴

を捉えた表現の工夫をする。

器楽では、常時活動でのリズ

ム遊びなどを通してリズム感

を育てるとともに、重奏や合

奏では自分のパートの役割を

意識し、音を合わせる喜びを

味わえるようにする。

歌唱では、お互いのパートの声

や全体の響き、伴奏を聴きなが

ら合唱を作り上げる力を育て

ていく。器楽では、自分の思い

や意図を表現するために必要

な技能を身に付けることがで

きるようにする。

歌唱では、歌声を録音し、自分たちの

合唱を客観的に聴く活動を取り入れ

ることで、徐々に歌いながら聴ことが

できるようにしていく。

器楽では、表したい思いや意図に合っ

た音色になるように、それぞれの楽器

の特徴に応じた演奏の仕方を身に付

けられるようにする。

６
年

歌唱ではきれいな歌声で歌う

ことができ、二部合唱でもき

れいなハーモニーをつくるこ

とができる。しかし声量がな

く、広い場所で声を響かせる

ことが難しい。器楽では、お

互いの音を聴きながら音を合

わせることが上手にでき、難

しい合奏でもまとまりのある

演奏をすることができる。

歌唱では、どのように歌いたい

か、自分の思いや意図をもち主

体的に取り組めるようにする

とともに、息の使い方も身に付

けられるようにする。器楽で

は、自分のパートの役割を意識

して演奏の仕方を工夫する力

を育てることで、より合奏の楽

しさを味わえるようにする。

歌唱では、曲の特徴や歌詞の内容につ

いて理解を深め、発声や全体の響きを

聴く技能を身に付けながら、様々な表

現方法を試すことで、歌唱表現を工夫

する楽しさを味わい、思いや意図を膨

らませられるようにする。器楽では、

演奏を録音し、自分たちの演奏客観的

に聴いたり、範奏と聞き比べたりする

ことで、音量や音色などを工夫し、自

分の演奏を全体の中で調和させるこ

とができるようにする。



（７）図画工作科

図画工作科の重点

・児童の豊かな感性を育て、表現する喜びを味わえる指導をする。

・造形的なよさや美しさを捉え、自分のイメージを持つことができる児童を育てる。

・自分の思いやイメージを、材料や道具を工夫して使い、表現できる児童を育てる。

・かいたり、つくったり、表現するための基本的な技能を身につけさせる。

・自分の感覚や行為で得た知識や経験を基に、自分で考え、自分で決めようとする姿勢を育てる。

・自分や他者の表現を大切にし、お互いの良さを認め合える児童を育てる。

・作品の鑑賞を通して、造形的なものの見方や考え方、想像力を育てる。

現状分析（成果と課題） 授業改善プラン

分析内容 指導上の課題 改善案

１
年

発想力豊かな児童が多

く、意欲的に取り組むこ

とができる。用具の使い

方に個人差が見られ、進

度の差が大きく出てしま

う。

入学前までの生活体験に

個人差があり、用具の使い

方や創造力に差が出てし

まうこともあるため、個別

の指導の工夫を必要とす

る。

他教科とも関連させながら、

様々な体験をさせていく。用具

の使い方については、ひとつひ

とつ丁寧に手順を示すようにす

る。個に合わせた声かけを行っ

たり、支援員に協力を求めたり

家庭に情報発信をしたりする。

２
年

用具や材料に対する経験

は多くないものの、新し

いことに対して興味を持

ち、意欲的に取り組んで

いる。

生活体験の差などから、発

想や技能に差が出てしま

うため、個別の指導の工夫

を必要とする。

活動の見通しが持てず、活

動内容や進度に差ができ

てしまうことがある。

見通しを持って取り組めるよう

に、丁寧に手順を示すようにす

る。見本を提示したり実演をし

たりしながら、発想の手助けと

なるような指導を行う。新しい

用具や素材に触れさせ、様々な

体験をさせていく。

３
年

意欲的に取り組んでい

る。様々な体験を重ねる

中で、造形的なものの見

方や考え方が少しずつ身

についてきている。

学級の人数が多いため、

安全な作業スペースの確

保が難しい。

発想や技能の個人差が大

きいため、活動内容や進度

に差ができてしまうこと

がある。

学級の人数が多いため、場

の設定の工夫を必要とす

る。

見通しを持って取り組めるよう

に、丁寧に手順を示すようにす

る。見本を提示したり実演をし

たりしながら、発想の手助けと

なるような指導を行う。また、

技能や進度のばらつきに対する

フォローを個別で行う。

環境を整備し、児童が様々な材

料を手に取って使えるように、

また安全に取り組めるようにす

る。

４
年

意欲が高く、これまでの

学習の積み重ねを活か

し、自分たちで考えなが

ら活動することができ

技能面での個人差が大き

いため、活動内容や進度に

差ができてしまうことが

ある。

導入の工夫をし、思考のための

手立てを用意したり、活動の必

然性を示したりする。また、用

具の扱い方などを丁寧に指導



る。

活動内容や進度に差がで

きてしまうことがある。

し、児童が安心して活動に入り

込めるようにする。また、活動

にメリハリを持たせ、児童の意

欲が持続するように工夫する。

用具の使い方を丁寧に示した

り、個別に声をかけたりして、

技能の定着を図る。

５
年

意欲が高く、これまでの

学習の積み重ねを活か

し、自分たちで考えなが

ら活動することができ

る。

個人差が大きく、活動内

容や進度に差ができてし

まうことがある。

イメージを形にできず、活

動内容や進度に差ができ

てしまう児童もいる。

用具の使い方を丁寧に示した

り、個別に声をかけたりして、

自分のイメージを表すための技

能の定着を図る。

児童が試したことや表現したこ

とを認め、価値づけることで、

造形的な視点でものことを捉

え、生活の中に活かしていける

ようにする。

６
年

新しいことに対する興味

を持ち、活動に取り組む

ことができる。しかし、

意欲が持続しない。

鑑賞活動から表現の良さ

や違いに気が付き、表現

に活かすことに課題があ

る児童もいる。

活動に対する意欲が持続

しない。自分のイメージを

持って表したり、思いを持

って粘り強くじっくりと

取り組んだりすることが

難しい。

互いの表現の違いに気が

付き、良さを認め合うこと

に課題がある。

導入の工夫をし、思考のための

手立てを用意したり、活動の必

然性を示したりする。また、用

具の扱い方などを丁寧に指導

し、児童が安心して活動に入り

込めるようにする。

児童同士で関わりを持てる題材

や鑑賞活動などを取り入れて、

表現の違いやよさに目を向けさ

せていく。



（８）家庭科

家庭科の重点

・実践的、体験的活動を通して、家庭科に興味・関心をもてる児童を育てる。

・衣食住などの基本的な技能を身に付け、身の回りの生活に生かそうとする態度を育てる。

・家庭生活を大切にする心情をはぐくみ、家族の一員としてよりよい生活を築いていこうとする態

度を育てる。

現状分析（成果と課題） 授業改善プラン

分析内容 指導上の課題 改善案

５
年

初めての教科であるため、基礎的

な知識及び技能がまだ身につい

ていない。特に裁縫（手縫い）は、

手先の技能差が大きくみられる。

裁縫・調理については、学校での

学習だけでは、身につくまでには

至らない児童がいる。家庭と連携

していく必要がある。

家庭での毎日の手伝いや料理づく

りなどの生活経験に大きく差があ

ることが課題である。できる児童と

できない児童が協力し合って学習

に取り組む習慣はできている。

児童に見通しをもたせるために、成

功例や完成形を示すことで、安心し

て取り組める環境を整えることが

必要である。

「裁縫」と「調理」では、基本的な用具の

使い方をしっかりと身につけさせていく。

さらに、家庭と連携しながら、学校での学

びが定着するよう、家庭科経験を増やすよ

う、家庭に呼びかける。展覧会の作品作り

を通して、達成感を味合わせ、苦手意識を

減らしながら、技能を身につけさせたい。

日頃から家庭科に関する内容に触れる機

会を多くもつ。

６
年

基礎的な知識及び技能がまだ身

についていない。特に裁縫（手縫

い）は、手先の技能差が大きくみ

られる。

初めての活動に対し、不安感や苦

手意識が強いため、学校での学び

を家庭で生かせるよう、家庭と連

携していく必要がある。

家庭での毎日の手伝いや料理づく

りなどの生活経験に大きく差があ

ることが課題である。できる児童と

できない児童が協力し合って学習

に取り組む習慣はできている。

初めての取り組みに対して、教師が

見通しをもたせ、成功例や完成形を

示すことで、安心して取り組める環

境を整えることが必要である。

「裁縫」と「調理」では、基本的な用具の

使い方をしっかりと身につけさせていく。

さらに、家庭と連携しながら、学校での学

びが定着するよう、家庭科経験を増やすよ

う、家庭に呼びかける。初めての経験が少

なくなるよう、日頃から家庭科に関する内

容に触れる機会を多くもつ。



（９）体育科

体育科の重点

・子どもたち同士で話し合って作戦を選んだり、活動を工夫することができる場を作り、運動の楽しさを実感し、親しむことがで

きるようにする。

・多くの運動に触れさせることで、それぞれの運動に必要な感覚や技能等を身に付けさせる。

・全校で鉄棒、持久走、縄跳びの週間を効果的に設け、体力向上を測り、進んで運動する意欲を育てる。

現状分析（成果と課題） 授業改善プラン

分析内容 指導上の課題 改善案

１
年

休み時間は外で遊具やボールで

遊ぶ児童が多い。どの運動にも楽

しみながら取り組んでおり、体力

テストの結果は、男子の長座体前

屈では全国平均を上回っていた。

しかし、男女共に立ち幅とびや反

復横跳びが大きく全国平均、東京

都平均を下回る結果であった。

春の運動会、体力テスト、水泳など

各単元の内容の運動に深く触れる

機会は多かった。しかし、筋力やス

ピード、敏捷性を高める運動をする

機会は少なかった。

体育の授業の始めの時間などに運動遊び

を多く取り入れ、児童が楽しみながら筋力

を伸ばしていけるようにする。短時間で

「はう、歩く」「跳ぶ」動きを行い、「押す・

引く」の筋力や「投げる・跳ぶ」の瞬発力

を高めていく。また、日頃から運動に親し

む資質や能力を高められるよう、１年生の

実態に合わせながら、運動の特性や魅力を

味わえる教材や場作りを行っていく。

２
年

休み時間には外で元気に遊ぶ

児童が多く、体を動かすことを好

む。男子の５０ｍ走は平均を上回

っていたが、、反復横跳び・立ち

幅とび・ソフトボール投げは大き

く全国平均、県平均を下回る結果

となった。

前期は、運動会・体力テスト・水泳

の授業が続いていたため、表現リズ

ム遊びや水遊びの領域を、高めてい

くことが出来た。一方で、敏捷性、

筋力を高める運動の時間は多く設

けることができなかった。

敏捷性や、筋力を高めていくために、体育

の時間にしゃがんだ姿勢から高くジャン

プする運動や、どうぶつ歩き等の運動を取

り入れていく。ボール運動にも、ゲームを

通して親しませる。また、休み時間にも積

極的に外遊びを行うことを声かけし、楽し

みながら運動に親しむことができる環境

をつくっていく。

３
年

休み時間には外で元気よく遊ぶ

児童が多いが。体力テストの結果

は、男子の握力、、上体起こし、

長座体前屈、女子の上体起こし

は、平均をかなりうわまわってい

る。敏捷性は、平均値を下回って

いる。

行事等で柔軟性や筋力、敏捷性とい

った面での運動の時間を多く設け

ることができず、児童が運動のポイ

ントをつかむことが難しかった。

年間で計画されている運動旬間を活用し

体を動かすことや敏捷性の運動への興味

や関心を高めていく。球技運動のように苦

手な子もゲームの中でチームの一員とし

て達成感が味わい、協力できるような単元

計画を立てる。なぜ安全に気を付けなけれ

ばならないのか、運動の特性と関係させな

がら安全指導もしっかりと行っていく。

４
年

体を動かすことが好きな児童が

多く、休み時間も外で積極的に体

を動かす姿が見られる。だが、体

力テストの結果では、男子は反復

横跳び、シャトルラン、立ち幅跳

び等で大幅に全国平均値を下回

り、女子はボール投げが平均値を

運動会や体力テスト、水泳指導と続

いたため、単元に偏りが生じてしま

った。児童が運動をする楽しさを実

感し、運動に親しみ、体力を高めて

いくためには、様々な運動に触れる

機会を多く設けることが必要であ

る。

まずは、学校全体で取り組んでいる運動旬

間を活用して、運動をすることへの意欲を

高める。３分間の縄跳びや持久走を単元の

帯で取り入れ、継続的に指導を行い、持久

力を高めていく。また、体育の各単元で児

童同士が協力したり、教え合ったりする場

を設けることで、出来る喜びを実感し、運



下回っている。 動する楽しさを味わうことができるよう

にする。

５
年

新体力テストの結果では男女と

もに同じような傾向が見られる。

全国・都に比べて「長座体前屈」

がほぼ平均であり、「握力」につ

いては上回っている。その他の種

目は平均を下回ってはいるもの

の、大きく下回ることはなく、全

体的にバランスがとれている。

夏休み前までは、運動会、体力テス

ト等、児童が自身の課題について追

及していくことが難しい授業が続

いた。体育の学習の中で敏捷性や筋

力を高める様々な運動に触れる機

会を多くとる必要がある。

運動旬間を活用して全体的に体を動かす

ことの楽しさや運動をすることへの意欲

を高めていきたい。体育の授業では、個々

に課題をもって取り組み、その成果がわか

るよう学習の記録をつけて活動を行う。ま

た、素早く反応する運動や、動作を早く切

り返して行う運動など、学習に関連する動

きをウォーミングアップで取り入れ、瞬発

力や持久力などを鍛えていくようにする。

６
年

新体力テストの結果では全

国・都に比べて「握力」がほぼ平

均であり、「長座体前屈」につい

ては上回っている。その他の種目

は平均を下回っており、特に「反

復横跳び」「ソフトボール投げ」

については大きな差があり、瞬発

力に課題がある。

夏休み前までは、運動会、体力テ

スト等、児童が自身の課題について

追及していくことが難しい授業が

続いた。そのため、児童が動きのポ

イントをつかむことが難しかった。

また。二次性徴を迎え、体の変化に

対し、うまく力を発揮できていない

姿が見られた。

体育の授業では、個々に課題をもって取

り組み、その成果がわかるよう学習の記録

をつけて活動を行う。素早く反応する運動

や、動作を早く切り返して行う運動をウォ

ーミングアップで取り入れ、運動の楽しさ

を感じさせるとともに、瞬発力を鍛えてい

く。また、多様な運動に触れさせる中で、

自身の体の課題や良さ知り、うまく使える

ようにしていく。


