４．各教科における課題（実態）と改善策
◎ 国語科
大田区の学習効果測定の分析と考察
概ね全ての観点において、目標値を上回っている。
しかしながら、４年は｢国語への関心・意欲・態度｣（―２．１Ｐ）と｢書く能力｣（―４．４Ｐ）、６年は｢読む能
力｣（－１．２Ｐ）
で、目標値を下回った。
具体的に見てみると、４年の｢書く能力｣ では、｢指定された長さで文章を書くことができる｣ と ｢自分の意見と
その理由を区別して書くことができる｣ に誤答が多い。
普段の授業時に長さを指定して書く機会が少ないことが原因と考えられる。また、事実と意見の判別ができない
児童が多いために、区別して書くことができないと思われる。
６年の｢読む能力｣ では、｢登場人物の様子を読み取ることができる｣ や ｢段落のまとまりを考えながら読み取る
ことができる｣ に誤答が多い。
とくに説明文の構成を部分的に考える授業があまり行われていないことが、この結果を招いていると考える。
低学年の分析・課題（実態）
関心・意欲・態度

話す・聞く能力

書く能力

読む能力

知識・理解・技能

○ お お む ね 書 い ○ 思 い を 表 現 す る こ と ○書きたい気持ちはあ ○本を読むのが好きな ○長音や促音・撥音、助
た り 読 ん だ り が 苦 手 な 児 童 が い ま りますが、言葉で表 児童が多いです。
詞の使い方の定着が
話 し た り で き す。
現する力が不足する ○読み間違える子もい 課題です。
ますが、一部意 ○ 大 事 な こ と を 落 と さ 傾向にあります。
ますが、意欲的に音 ○ひらがなや漢字の読
欲 的 に 活 動 に ないようにしながら、 ○題材を自分で見つけ 読ができます。
み書きに意欲的です
取 り 組 め な い 話 を 聞 く こ と が で き るのに時間かかる児 ○書いてあることを基 が、丁寧に書かない児
児童がいます。 ます。
童がいます。
に音読を工夫できま 童もおり、定着度が課
○自信のなさから、声が ○自分の書いたものを す。
題です。
小 さ い 傾 向 に あ り ま 見返す習慣がついて ○言葉に着目して考え
す。
いません。
る力が不足している
児童がいます。

改善策
○学習方法を丁 ○学習形態を工夫した ○ 短 作文 や一 行 日記 な ○本の紹介や読み聞か ○視写、聴写や友だちの
寧 に 教 え た り、教師が話し方を工 ど 短 い 文 章 か ら 書 く せなどを通じて、多 作品を読み合う機会
り、ヒントを 夫したり、落ち着いて 経 験 を さ せ て い き ま くの本を読ませてい を多くします。
与えたりして 話 を聞 ける 環境 を作 す。
きます。
○漢字の読み書きの時
児童のペース ったりします。
○視写を取り入れ、語彙 ○発声の方法や口の動 間を十分にとり、と
で理解できる ○発言をしたらお互い を 豊 か に し て い き ま かし方など、音読の め、はね、はらいに気
よ う に し ま に 認め 合う 反応 を返 す。
指導をより丁寧にし を付けて書く練習を
す。
し、児童の自信や安心 ○ 日 常の 出来 事 の中 か ていきます。
させます。
○子供の意欲が 感を高めます。
ら題材を探させ、出来 ○人物の心情をふきだ ○楽しく漢字を覚えら
高 ま る よ う ○ペア・グループ・全体 事を順序よく、短冊や しに表したり動作化 れる指導の工夫をし
に、課題の提 など、話す場面を多く 付 箋 紙 を 使 っ て 思 い したりして、言葉か ます。
示を工夫して し、話型などを活用し 出 さ せ 書 く 指 導 を し らイメージをふくら ○文字を書く際に、鉛筆
います。
て 、場 に応 じた 聞き ます。
ませる方法を指導し の持ち方を確認し習
方・話し方を指導して ○ す ぐれ た児 童 作品 を ていきます。
得させるようにしま
いきます。
多 数 紹 介 し て い き ま ○主語と述語の結びつ す。
○声の大きさ表を作成 す。
きをとらえられるよ
し、視覚的に場面にあ ○ 自 分の 書い た もの を う 指 導 し て い き ま
っ た声 の大 きさ が理 声に出して読ませ、見 す。
解 でき るよ うに しま 直 し の 習 慣 を つ け ま
す。
す。

中学年の分析・課題（実態）
関心・意欲・態度

書く能力

話す・聞く能力

読む能力

知識・理解・技能

○音読に意欲的に ○話の 中心に気を 付 ○「はじめ・なか・おわり」○文章に直接書かれている ○ 分 か ら な い 語 を
取り組んでいま

けながら聞くこと

を意識して書こうとし

内容については、読み取る

積極的に辞書で

す。

ができます。

ています。

ことができています。段落

引いています。

○表現することに ○根拠 をもとに理 由 ○「楽しかった」
「うれし

相互の関係に気を付けて ○修飾・被修飾とい

自信のない児童

や主張を言うこと

かった」など限られた言

読むことや人物の心情と

った語と語の関

が多くみられま

に意識的に取り組

葉で気持ちを表す傾向

その変化をとらえること

係の理解に課題

す。

んでいます。

があり、
より具体的に書

については課題です。

があります。

○話す ことには個 人
差があり、自分の考

く力を育てることが課 ○図書の時間やすきま時間 ○ 習 っ た 漢 字 を 正
題です。

え を も て な い 児 童 ○指定された長さで文章

に、読書に親しみ、集中し

しく日常的に使

て取り組んでいます。

えるよう定着さ

や言えない児童が

を書くことに苦手意識

せることが課題

見られます。

がある児童が見られま

です。

す。

○ローマ字を書い
たり読んだりす
ることが課題で
す。

改善策
○二人組で話す、 ○時と場に応じて、適 ○ノートに自分の考えを ○文章の大事な言葉に線を ○ ノ ー ト を と っ た
グループで話

切な言葉を使える

書くという活動を繰り

引いたり、指示語や接続語

り、作文などで文

す、学級全員の

よう指導を工夫し

返し行うことで、書くと

に注意して文章の構成図

章を書いたりし

前で話すなど

ます。

いうことへの抵抗をな

を書いたりする活動を重

た際に習った漢

くします。

視します。その活動によっ

字を使っている

形態を工夫し、 ○児童がよい聞き手、
段階を踏んで

話 し 手 に な る た め ○書いた文章を推敲した

て段落相互の関係に気を

か、間違いがない

指導していき

に、話し手を見る、

り、
みんなで読み合った

付けて読むことができる

かなどを読み直

ます。

うなずく、間をおい

りするなど、技能を共有

ようにします。

す習慣をつけ、正

て話すなど、具体的

する機会を多くします。○文学的文章では、人物像や

○筆者の考えや
作者の伝えた

な指導をします。

○「楽しい」
「嬉しい」と

人物と人物の関係を、人物

しく使えるよう
に指導します。

い こ と に 対 す ○自分 の考えに対 し

いう言葉だけで気持ち

関係図や人物図鑑などを ○ 語 と 語 の つ な が

る自分の考え

て適切、妥当な理由

を表すのではなく、感情

書くことによって、読み取

りを、短作文を通

を個々にもた

が話せるように段

表現の仕方を指導しま

る力をつけていきます。

して身につけて

せる時間を授

階的に指導してい

す。

業で設定しま

きます。

いきます。

○手紙文、新聞、詩、日記

○ローマ字の読み

す。支援が必要

など色々な文種を取り

書きを日常的に

な子に対して

扱い、決められた文量や

行う環境をつく

は例を示しま

時間など様々な条件の

ります。

す。

もとで書く学習活動を
設定します。

高学年の分析・課題（実態）
関心・意欲・態度

話す・聞く能力

書く能力

読む能力

知識・理解・技能

○人前で発表す ○ 話 の 内 容 を 聞 ○自分の伝えたい事柄を ○物語文では、場面の設定や ○学習した漢字をさらに
る事を躊躇し

き取る力は付

正確に文章にすること

人物像などを正確に捉え

定着させることが課題

てしまう児童

いていますが、

ができる児童もいます

ることはよくできていま

です。

がいます。

自分の思いや

が、苦手とする児童も

す。説明文では、内容や要 ○語彙の不足や敬語の不

○書くことに抵

考えを相手に

見られます。わかりや

旨を解釈したり批評した

適切な言い回しについ

抗感をもつ児

分かりやすく

すく伝える力をつけさ

りする力に課題がありま

ては、丁寧な指導が必

童がいます。

伝える力がや

せることが課題です。

す。

要です。

○授業に意欲的

や弱いです。

○優れた叙述を味わいなが

に取り組むこ

ら読む経験が不足してい

とのできない

ます。

児童がいま
す。
改善策
○対話を継続的 ○聞くことに対し ○短い文章から書かせ、 ○朝読書を継続していきま ○ノートや漢字ドリル
に行い、話し

て効果的なメモ

だんだんと文章を長く

たり聞いたり

のとり方を習得

書く機会を多くもたせ ○自分の考えを広げ、深める

を把握し、漢字を使う

する機会を増

させていきま

ます。伝えたいことを

ための読書活動を国語教

習 慣を図っ ていき ま

やしていきま

す。

わかりやすく、効果的

材と関連させていきます。

す。

す。
○子どもが書き

○スピーチメモの
工夫をし、指導

す。

か ら個人の つまず き

に伝えられるよう指導 ○筆者の説明の仕方や考え ○辞書を使う習慣を付
していきます。

などを適切にとらえた後、

けさせます。

やすい課題を

に生かしていき ○文章全体の効果的な組

表現の良さや筆者の考え ○日常会話で使われる

設定するな

ます。

み立てについて意識さ

などを評価させるように

敬 語に慣れ 親しめ る

せます。

します。

よう指導します。

ど、抵抗感を ○５Ｗ１Ｈを意識
減らす工夫を

して話ができる ○自他の文章を紹介し合 ○新聞記事を要約したり感 ○文学作品や説明文な

していきま

ように、授業中

い、よい表現などを学

想、意見を書かせたりする

ど を視写さ せるこ と

す。

に様々な表現す

び合わせます。

活動を多く取り入れるよ

を通して、語彙を増や

うにします。

していきます。

○ガイドブック

る場面を設定し ○さまざまな文種（報告

や新聞の作成

ていきます。
（ス

書・説明文など）を書 ○音読や視写の指導を充実 ○楽しく言語事項を習

などの言語活

ピーチ、感想発

く機会を設け、書き方

動に取り組ま

表など）

を丁寧に指導していき

な どの機会 を増や し

ます。

ます。

せていきま
す。

させていきます。

得できるよう、ゲーム

◎

算数科

区学習効果測定の分析と考察

・どの学年も全領域で目標値とほぼ同程度か目標値を越えている。
・数学的な考え方においては、どの学年も区の平均正答率を上回っている。
・標準スコアは年々下がってきている。
・学年が上がるにつれて､正答率が低くなる傾向にある。

低学年の分析・課題（実態）
算数への関心・意欲・態度

数学的な考え方

数量や図形についての技能

数量や図形についての
知識・理解

○ 計算や測定を楽しみな

○ 立式ができても、計算の ○ 定規の使い方がまだし ○ 長さやかさ、時間などの

がら、意欲的に取り組め

考え方を説明できるよう

っかり身に付いておら

目盛りの読み方の理解が

る児童が多くみられま

にすることは課題です。

ず、真っ直ぐに線が引け

不十分です。

す。

なかったり、正確に点と ○繰り下がりの意味が理解

○問題をよく読まないで、立
式してしまう児童が見ら

点を結べない児童がいま

できていないで、繰り下

す。

がる必要がないのに繰り

○たし算やひき算の形式的

れます。

な方法はほぼ定着してい

下げてしまう児童がいま
す。

ます。しかし、繰り上が
りの数を書き忘れて間違
えてしまう児童がいま
す。
↓
○話し合ったり、考えを出

↓
○となり同士で説明させる

改善策

↓

○ 測定器具の使い方の習

○ 日常の生活の中でも目

し合ったりする授業を通

などして、計算の方法を、

して、みんなで学びあう

順序立てて説明できるよ

○ ノート指導を通し、繰り

楽しさや喜びを実感させ

うにする力を身に付けさ

上がりや繰り下がりなど

ようにしていきます。

ていきます。

せていきます。

をきちんと書かせること

○繰り返し練習させる中

○わかっている数・聞かれ
ていることを確認して問
題を解く習慣をつけさせ
ます。

熟をはかります。

↓
盛りを読む場を設け、目
盛りの読み方が身に付く

で、正確な計算の方法を

で、どんな場合に繰り下

身に付けさせます。

がるのか理解させていき
ます。

中学年の分析・課題（実態）
算数への関心・意欲・態度

数学的な考え方

数量や図形についての技能

数量や図形についての
知識・理解

○計算や測定などに意欲的

○自分の考えを論理的に説

○計算の仕方は理解できて

に取り組める児童が多く

明する力をつけることが

いますが、簡単な間違い

などの量感が身について

みられます。

これからの課題です。

をすることもあります。

おらず、日常生活に生か

○計算の丁寧さや正確さを

○四角形、三角形、円とい

すことが十分とは言えま

欠き、意欲的に取り組む

った図形の弁別や定義の

ことができない児童もい

理解を深めることが課題

ます。

です。
↓

↓

改善策

○「かさ」「時間」「長さ」

せん。
○計算の順序の理解が不十
分な児童がいます。

↓

↓

○児童が学習に対して必要

○学習したことをもとにし

○筆算でくりあがりの数を

○角度、重さ、長さなど身

感や意欲をもって取り組

て、様々な考えを論理的

書いたり、位を区切った

近なものと量を結びつけ

むことができるような、

に発表する場面を設けて

りし、学校で統一してい

て考えさせる活動や単位

授業作りをしていきま

いきます。

るルールをノート指導に

量の大きさを実感させる

より徹底させます。

活動を取り入れ、量感を

す。
○見直しをする慎重な態度
が身に付くよう声かけを
していきます。

○授業中に考える時間と、
発表し説明する場を確保
します。

○図形を見た目の直感だけ
に頼らず、角度や辺の長

○友達との対話を多く取り

さに着目して測ったり、

入れ、自分の考えを変え

折って合わせたりと実際

たり深めたり広めたりで

に確かめていく活動を取

きるようにしたり、全体

り入れます。

での学習のあとに自分の
考えを振り返る時間を設
けたりします。

育てます。
○補習教室を活用し定着率
の向上を図ります。

高学年の分析・課題（実態）
算数への関心・意欲・態度

数学的な考え方

数量や図形についての技能

数量や図形についての知
識・理解

○課題に集中して取り組む

〇考えたことをわかるよう

〇学習後ある程度期間をお

〇分数や小数の計算、割合

態度を身につけていくこ

に伝えることがこれから

いて行う学期末テストで

の理解の定着化を十分に

とが課題です。

の課題です。

は十分にできないことが

図っていくことが課題で

あります。

す。

○理解や習熟の程度に個人

○ 文章を読み取り、思考

差が見られます。その差

を深めていく必要があ

を小さくすることが課題

ります。

○小数の計算で小数点の移
動がきちんとできない児

です。

童がいます。
↓

↓

改善策

↓

↓

○学習課題に集中できるよ

〇自分の考えをノートにま

○補習教室を活用し繰り返

○数直線を書くことを習慣

うな授業展開を考えてい

とめたり発表したりする

し行う事で定着を図りま

づけ、数と数との関係が

きます。

機会を増やしていきま

す。

分かるようにしていきま

○レディネステストや習熟

す。

○ノートの取り方をきちん

す。

度別・学習のグループ編成

○数多くの問題に取り組む

とさせ、位をそろえて書

○理解が不十分な児童への

の方法等で工夫し、個に合

中で考え、解決する喜び

かせるよう指導していき

個別指導を心がけていき

わせた学習活動を充実さ

を実感させていきます。

ます。

ます。

せていきます。

◎ 理科
大田区の学習効果測定の分析と考察
学年によっても傾向が異なるが、今回は、授業の成果が現れていると考えられる５年生を分析し、
全ての学年の授業改善につなげていきたい。現５年生は全項目において区平均を上回っている。
中でも、実験の単元である「物のあたたまり方」は１５ポイント、
「物の体積と力」、
「物の体積と温度」
では１０ポイント都平均よりも上回っている。これは、児童が主体的に問題作りをし、実験結果からわかる
ことをモデル図で表したり、実験結果をもとにペットボトルロケットを作ろうなどさらに活用実験を重ねた
結果、知識が定着し、生活に根付いたものとなっていると考えられる。
しかし、観察単元である「１年間の植物の成長」
「１年間の動物のようす」
「天気のようすと気温」では、
少しずつ都平均を下回った。
一年間の変化を見通しをもちながら観察する意識をもたせることが課題だと考える。
中学年の分析・課題（実態）
関心・意欲・態度

科学的な思考・表現

観察・実験の技能

知識・理解

○生き物の飼育と植物の栽

○課題をしっかり捉えられ

○観察や実験に対しては興

○教科書でとりあげられて

培に、楽しみながら意欲

ている児童は、得られた

味をもって正しい方法で

いる内容についてはよく

的に取り組んでいます。

事象からきちんと結論を

積極的に取り組んでいま

理解できていますが、生

１年間を通しての自然の

出すことができていま

す。

活と結び付けて考えられ

変化を問われた時に、結

す。

びつかない児童が多くい

○実験や観察は楽しく意欲

る児童が少ないです。

○実験から知識を得ること

的にできますが、それが

○感覚的な言葉や、理科用

はできますが、そこで止

知識として定着していな

語が示す状態の理解が浅

○実験や観察など、グルー

まってしまい、自分の言

い場合があります。

く、定着率はよくありま

プで手分けをしながら主

葉で説明することができ

体的に取り組んでいま

ていない。

ます。

せん。

す。

改善策
○隣接する平和の森公園を

○毎時間の課題を確実に捉

○予想をしっかりと立てた

○定着させたい理科の用語

有効的に利用し、さらに

えさせ、小グループの活

上で視点をはっきりとも

を板書・掲示し、日常的

関心・意欲・態度を育て

動を取り入れ自分の意見

って実験を実施し、発見

に目に触れるようにした

ます。

を発表したり、イメージ

したこと、気が付いたこ

り、学習の中で振り返っ

○年間を通して観察する機

図をかいたり、友だちの

とを発表させる機会を増

たりすることができるよ

会を設定すると同時に、

意見を聞いたりすること

やします。

うにします。

教科書や視聴覚教材を活

で、より深く考えさせる

用して、四季の変化と結

ようにします。

びつけて理解できるよう
にしてきます。
○楽しく意欲的に授業に取

○観察・実験の前には「予
想」をたてさせ、理由も
まとめさせます。

○実験の方法や結果を十分

○理科の用語を使ってノー

に把握させるために、教

トをまとめることで、学

科書を活用します。

習を振り返ることができ

○観察・実験を行う時間を

るようにします。

十分に設定したり、教材

○朝学習の時間を利用し、

り組めるよう、実験や観

○実験からわかったことを

を工夫したりして、一人

学習プリントを繰り返し

察の工夫の向上に努めて

モデル図などに表し、説

一人が自分の経験として

行うことで知識の定着を

いきます。

明する時間を設定しま

実験結果を捉えられるよ

図ります。

す。

うに計画的な指導を行い
ます。

高学年の分析・課題（実態）
関心・意欲・態度

科学的な思考・表現

観察・実験の技能表現

知識・理解

○理科の学習に関心をも

○原因と結果の関係につい

○実験・観察はグループで

○知識が定着している単元

ち、意欲的に取り組んで

て考えが深まらない場合

互いに教え合い協力して

と、そうでない単元があ

います。

があります。

できますが、条件制御を

ります。

○進んで知っていることを
発表しています。
○実験が好きで、自分たち

○実験や観察の「結果」か
ら「考察」が導き出せな
いことがあります。

行う場面では混乱してし
まう児童がいます。
○観察・実験器具の使い方

結び付けて考えられる児
童が少ないです。

の問題解決に向けて、主

○学習した内容を自分なり

体的に取り組んでいま

にまとめることはできま

す。

すが、重要な点を分かり

て学ぶ児童との知識の差

やすく表現することは課

が大きいです。

〇自然事象に興味がもて
ず、苦手意識をもってし

の理解が不十分なものが

○理解した内容を、生活と

あります。

〇塾などで先行学習を行っ
ている児童と授業で初め

題です。

まっている児童もいま
す。

改善策
○自然現象の不思議さ・神

○一人一人が疑問や予想を

○条件を変えて行う実験で

○小グループの活動を取り

秘さを感じさせ、意欲を

もち、自分の立場を明確

は、条件を明確にし、全

入れ、友だちの意見を聞

さらに引き出す、導入、

にして実験や観察に取り

員できちんと押さえてか

くことで、知識・理解を

問題作りの工夫をしてい

組めるようにします。

ら実験を行うようにしま

深めます。

きます。
○テレビやパソコンなどの
視聴覚教材、隣接する平

○「結果」と「考察」が違
うことを常に意識させて
授業や実験を進めます。

す。

○理科の学習が自分たちの

○学習前に観察・実験器具

生活にも繋がっているこ

の使い方について視聴覚

と、よりよい生活の知恵

和の森公園を利用し、生

○わかりやすく工夫してま

教材等で確認し、観察・

として生かされているこ

活と結び付けて関心・意

とめられているノートを

実験を正しい手順で行う

とを実感できるよう、意

欲・態度を広げます。

紹介します。

ようにします。

図的に活用していきま

〇やりたい！知りたい！と

〇モデル図などを活用しな

○継続した観察が根気強く

いう追求心、児童の気付

がら児童に説明させるこ

できるよう視点を明確に

き、つぶやきを大切にし

とで、学習内容の理解が

していきます。

ながら授業を進めていき

深められるようにしま

ます。

す。

〇班で１実験ではなく、２
人１実験など、できるだ
け多く実験に携われる工
夫を行いうようにしま
す。

す。
○朝学習の時間を利用し、
学習プリントを繰り返し
行うことで知識の定着を
図ります。

◎社会科
学習効果測定の結果より
①地図の見方、読み取り方 ②用語等の知識・理解
③複数の資料を関連付けて読み取る技能 ④調べたことをもとによりよい社会の在り方を考える
中学年の分析・課題（実態）
関心・意欲・態度

社会的な思考・判断・表 観察・資料活用の技能 社会的事象の知識・理解
現

○グループでの調査 〇複数の資料を比較し、 ○資料の正確な読み 〇社会の事象に関わる用
や発表を積極的に
関連付け ることが課
取りの力をつける
語を理解させることが
行うことができま
題です。
ことが課題です。
課題です。
す。
○見学・探検等で調べた 〇地図や地図記号を ○都道府県の様子や位置
○調べ学習や校外学
習後の新聞作りな
どに積極的に取り
組んでいます。
〇先人の働きについ
ての関心が低いこ
とが課題です。
↓

ことを絵や図を使っ
てまとめることがで
きます。

↓

実際に活用できる
ようにすることが
課題です。

↓

などの知識を定着させ
ることが課題です。

↓

改善策
○児童の生活に直接 ○複数の資料の読み取 ○授業中に教師が資 ○事象に関わる用語はノ
結びつく事柄を教
りから予想を立て、課
料の読み方を教え、
ートや教室掲示などで
材化したり、校外学
題を解決する学習を
正確な情報を得る
整理します。用語をキ
習を効果的に行っ
取り入れます。
力をつける時間を
ーワードとして活用し
たりすることで児 ○見学では、見学の視点
多く取ります。
たまとめを行います。
童の興味や関心を
を焦点化して 参加さ ○地図や地図記号を ○身近なニュースと都道
起こさせ、調べたこ
せます。
色々な時間に活用
府県の様子を絡めなが
とを文や表、グラフ
して、触れる時間を
ら、地図帳を用いた学
などにまとめる活
増やします。
習を取り入れたり、都
動に取り組ませて
いきます。
○今の大田区の様子
と昔の大田区の様
子を比較しながら
先人の働きについ
ての関心を高めて
いきます。

道府県を確実に覚えた
か定期的に確認したり
していきます。

高学年の分析・課題（実態）
関心・意欲・態度

社会的な思考・判断・表現

観察・資料活用の技能

社会的事象の知識・理解

○歴史や日本の各地域 ○社会事象から疑問をもち、 ○身近にある資料集や教 ○工業や先人の働きにつ
についての関心は高
追究したり、解決したりし
科書、地図は効果的に
いて自分の生活と関連
いが、調べ学習には
ようとする意欲をさらに
活用しています。
付けて捉え、理解する
意欲が低いです。
もたせることが課題です。 ○新聞記事、ニュースな
ことが課題です。
〇情報産業や工業、環 ○複数の資料を関連付けて
どにも広く関心をもた ○獲得した知識を定着さ
境への関心を高める
読み取る力を育てること
せることが課題です。
せるのが課題です。
ことが課題です。
が課題です。
○複数の資料を比較、関
○学習したことを自分なり 連づけて物事を考える力
の言葉でまとめることが をつけることが課題で
苦手です。
す。
↓

↓

改善策

↓

↓

○教師の資料の提示の ○調べるきっかけや考察を ○資料の読み方、見方の ○地域の身近な歴史・風
仕方を工夫したり、
一層重視し、社会的な事柄
指導を充実させます。
俗・習慣・行事などと
児童が興味をもつこ
について考えさせるよう ○時事問題を教材化し、
自分の生活を関連付け
とのできる教材を開
授業を工夫していきます。 新聞記事やニュースに
るなど導入を工夫しま
発したりしていきま ○複数のグラフや資料から
関心を持たせるように
す。
す。
変化や傾向、事実を確実に
します。
○獲得した知識を定着さ
○社会科見学、新聞や
とらえることのできるよ ○授業で教師が意図的に
せるために学んだ知識
テレビ・パソコン、
うに、グラフや資料の読み
資料比較の機会を設け
を活かした対話
本などを活用して、
方を繰り返し練習します。 るようにする。
や、自分の言葉や用語
情報産業や工業、環 ○板書を基にキーワードを
でまとめる作業をしま
境への関心を高めて
提示して、自分なりの学習
す。
いきます。
のまとめを書く活動を取
り入れます。
検証方法
○関心・意欲・態度→子どもたちの発言を教師がメモしておきます。ノート、成果物等からも検証します。
○思考・判断・表現→まとめたノート、単元のまとめで作った成果物をもとに行います。
○技能→テストやレディネステストを実施することで既習学習の知識をどれだけ生かしているか調べます。
○知識・理解→テストにより単元後にどれだけの知識がついたか確認します。

◎生活
低学年の分析・課題（実態）
関心・意欲・態度

活動や体験についての思考・表現

身近な環境や自分についての気付き

○身近にある物や生き物、昔からある遊び

○自分が見たり聞いたりしたことを先生

○友だちと一緒に遊んだり行動したりす

などに目を向けて関わろうとしている

や友達、家の人に伝えることができま

ることが好きです。遊びを通して、友だ

様子が見られます。

す。

ちのよさに気付けるようになってきて

○身の回りの自然への興味関心が高まっ

○気付いたことや楽しかったことを表現

ています。しかし、それに関する自分の

できる児童もいますが、苦手な児童もい

役割まで目がいかない児童がいます。

ます。
○思考的気付き、再認識的気付き、生活に

います。
○自分のよさや可能性に気付き、意欲と自
信をもつことができない児童がいます。
○地域との関わりをもたせることが課題

生かす気付きを高めることが課題です。

です。

改善策
○子どもたちが十分に意欲をもって活動

○伝える力を伸ばすために自然の中での

○同学年による活動だけでなく、異学年と

できるようゆったりと時間をとり、関心

体験をさらに増やし、遊び方や楽しみ方

の交流を増やし、共に活動する楽しさが

をさらに広げられるようにしていきま

の工夫について話し合い活動をさせた

分かるような体験をさせて友だちのよ

す。

り、他者に五感を通して分かってもらえ

さに気づけるようにしていきます。

○探検に行くときや季節遊びをするとき
には、見る視点を定めるようにします。

るように言葉や絵、体での表現を工夫さ

○児童同士の交流を増やし、お互いにいい

せたりしていきます。

と思ったところを発表し合い認め合う

○児童への言葉かけを工夫したり、児童の
気付きを整理したりします。

活動をします。
○平和の森公園や地域の施設を使った活
動を充実させることで、地域との関わり
をもつ機会をつくります。

検証方法
関心・意欲・態度 ・興味関心をもっているか児童の活動の様子を観察する。
・見る視点が定まっているか生活科カードなどを用いて確認する。
活動や体験についての思考・表現 ・工夫や気づきを言葉や絵を通じて観察する。
身近な環境や自分についての気づき ・児童観察や生活科カードなどを用いて確認する。

◎音楽科
低学年の分析・課題（実態）
関心・意欲・態度

表現の創意工夫

表現の技能

鑑賞の能力

○歌を歌ったり、身体表現をした

○拍の流れにのって、リズム打

○音程が不安定になってしま

○音楽を聴くことに、興味関

りすることに興味をもってい

ちや楽器の演奏ができます。

ます。

う子どもがいます。

心をもっています。

○鍵盤ハーモニカを好んで演
奏します。

↓

↓

↓

↓

改善策
○朝の会や帰りの会などで、歌っ

○音遊びやリズム打ち、体の動

○範唱を聴いて歌ったり、階

○我が国及び諸外国のわらべ

たり、楽しんだりする機会を増

きを伴った活動を通して、音

名で模唱したり、暗唱した

歌や遊び歌、行進曲や踊り

やすよう取り組みます。

楽の面白さに気付くように

りする活動を取り入れま

の音楽など身体反応の快さ

取り組みます。

す。

を感じ取りやすい音楽、日

○音楽経験を生かして生活を明
るく潤いのあるものにする態

○簡単なリズムをつくって表現

○今月の歌などレパートリー

常生活に関連して情景を思

度と習慣を育てるよう授業を

する活動を増やすよう取り

を増やし、友達の歌声に合

い浮かべやすい楽曲を中心

工夫していきます。

組みます。

わせて歌えるように取り組

に鑑賞します。

みます。

○感じ取ったことを言葉で表

○身近な楽器に親しみ、音色

すなどして、楽曲の楽しさ

に気をつけて演奏するよう

に気付くように取り組みま

に取り組みます。

す。

中学年の分析・課題（実態）
関心・意欲・態度

表現の創意工夫

表現の技能

鑑賞の能力

○明るく自然な声で歌ったり、リ

○自分の思いを素直に表現でき

○リコーダーのタンギングや

○演奏形態や音色の違いな

コーダーを吹いたりと意欲的

るようにするのが課題です。

運指などが苦手な児童が増

ど、ジャンルによる曲の特

えています。

徴をとらえさせていくのが

に取り組んでいます。

目標です。

↓

↓

↓

↓

改善策
○音楽経験を生かして生活を明

○一人一人が様々な楽器演奏を

○手遊びや、指先を使った活

○和楽器を含めた我が国の音

るく潤いのあるものにする態

体験し基礎的な表現の能力

動を短時間ずつ、取り入れ

楽、郷土の音楽、諸外国に伝

度と習慣を育てるよう授業を

を伸ばし、音楽表現の楽しさ

ていきます。

わる民謡など生活とのかかわ

工夫していきます。

を感じ取るように取り組み
ます。
○お互いの良さを認め、友だち
とかかわりながら、より良い

○リコーダーの基礎的奏法を

りを感じ取りやすい音楽、劇

一人一人が身に付くように

の音楽、人々に長く親しまれ

指導していきます。

ている音楽など、いろいろな

○簡単なリズムや旋律をつく

種類の楽曲に取り組みます。

表現ができるよう、

って表現する活動に取り組

○聴いて想像したこと、感じ

２人組、グループ、全体など

みます。

取ったことを言葉で表すなど

いろいろな学習形態で取り

して、楽曲の特徴や演奏のよ

組みます。

さに気付くように取り組みま
す。

高学年の分析・課題（実態）
関心・意欲・態度
○

自主的に音楽に取り組む姿
勢が見られます。

表現の創意工夫

表現の技能

鑑賞の能力

○地域の方々の協力を得て、実

○一人一人の音楽に対する興

○様々な音楽の特徴を比較し

技体験を行い、箏・三味線な

味や技能に差が出てきてい

ど日本の音楽にも関心をもた

ます。どの子も自信をもっ

せ、理解を深めています。

て表現できるようにするの

て聴くことができます。

が課題です。

↓

↓

↓

↓

改善策
○創造的に音楽にかかわり、音楽

○実技体験を継続していき、日

○アンサンブル演奏やグルー

○様々な形態の音楽を鑑賞さ

活動への意欲を高め、音楽経験

本の音楽と諸外国の音楽の

プ活動を通して、個性を認

せ、広い分野の音楽に親し

を生かして生活を明るく潤い

表現の違いをさらに感じ取

め、音楽をつくり上げる楽

むようにし、基礎的な鑑賞

のあるものにする態度と習慣

らせるように取り組みます。

しさを味わわせていくよう

の能力を高め、音楽を味わ

取り組みます。

って聴くようにします。

を育てます。

○旋律の流れを和音にして聴か

○「かかわり合う活動の工夫」を

せ、和声の変化を感じ取って

○音符・休符・音楽にかかわ

○感じ取った音楽の特徴や文

通して望ましい児童相互のか

表現できるよう取り組みま

る用語について、活動を通

化とのかかわりを言語化し

かわりを生み出すように取り

す。

して理解できるよう取り組

て、表現することができる

みます。

よう取り組みます。

組みます。

○音楽をつくって表現する活動
を継続的に行います。

○各声部の歌声や楽器の音、
全体の響き、伴奏を聴いて、
声や音を合わせて演奏する
よう取り組みます。

◎ 図画工作科
低学年の分析・課題（実態）
造形への関心・意欲・態度

発想や構想の能力

創造的な技能

鑑賞の能力

○毎週の授業を楽しみにしてい

○自分の思いを表そうと、楽し

○表現したいことに合わせ

○一生懸命取り組んできた作

て、材料を用意することが

品が完成したことだけで満

できますが、材料・用具に

足してしまうので、友達の

対する経験はまだ少ないで

作品のよいところを見つけ

す。

る振り返りをすることが大

ます。作ることが大好きで意欲

く制作しています。

的に取り組んでいます。

切です。

↓

↓

↓

↓

改善策
○課題に即した作品鑑賞を通し

○のびのびと自分の思いを表現

○思い通りに表現できるよう

て、イメージを言語化するなど

できるように、題材を工夫し

に、はさみ・のり・カッタ

鑑賞し、友達と話し合って、

して、表現することの喜びをさ

ていきます。

ーなど多様な用具や、素材

その良さを味わったり、感

の使いこなしができるよう

じ合ったりさせていきま

にさせていきます。

す。

らに味わわせていきます。
具体的手立て

具体的手立て

・友達の作品が何に見えるなど、 ・形の違う紙を集めるなど素材
形の見取りを発表し合わせま

の選択の幅を広げていきま

す。

す。

○自分の作品や友達の作品を

具体的手立て
・用途に合わせて、種類の違

具体的手立て

う接着剤や画材、刃物の体

・友人と話し合わせます。

験をさせます。

・
「いいねカード」への記入を
させます。

中学年の分析・課題（実態）
造形への関心・意欲・態度

発想や構想の能力

創造的な技能

鑑賞の能力

○とても意欲的に取り組んでい

○自分の思いにこだわりをも

○金槌・鋸など、新しい用具

○自分の作りたいままに作

ます。楽しみに目が輝いていま

ち、表現の仕方や発想に多様

や機械に触れ、意欲的に取

す。

な展開が見られます。

り組んでいます。

↓

↓

↓

り、満足しています。

↓

改善策
○関心のわきあがる題材設定と、 ○のびのびと自分の思いを表現

○用具や機械が自在に使いこ

○友だちや自分の作品を振り

題材に即した作品鑑賞を通し

できるように、題材の設定を

なせるように、十分な時間

返らせ、言語化を通して、

て、イメージを言語化し、自分

工夫していきます。

の設定を行い、技能の向上

次の学習につながっていく

を図っていきます。

評価をさせていきます。

らしく表現することの喜びを

具体的手立て

さらに味わわせます。

・
「新メニュー！お勧めパフェ」 具体的手立て

具体的手立て

など、イメージ化をはかりや

・自他の作品の鑑賞を通して「自

すい題材名の工夫をします。

分の思いカード」を作成するな

・造形感覚を育くむための題材

どの言語化をはかり、表現に見

「音を形や色に」を行いま

通しを立てて活動させます。

す。

・用途に合わせて、種類の違

具体的手立て
・友人と話し合いをします。

う接着剤や画材、工具の体 ・
「いいとこ見つけカード」に
験をさせていきます。

記入させます。

高学年の分析・課題（実態）
造形への関心・意欲・態度

発想や構想の能力

創造的な技能

鑑賞の能力

○毎週の授業を楽しみながら、意

○自分のアイディアをもとに独

○ミシン糸鋸・電動ドリル・

○自他の思いや表現方法につ

欲的に取り組んでいます。さら

自のスタイルを意識しながら

ドライバーなど新しい道具

いて観察し発表していま

に自分らしさを見つめ、造形表

取り組んでいます。

に慣れ、目的に応じて素材

す。

現スタイルを探求しています。

や用具を使っています。
○版画や水墨画に取り組んで
います。

↓

↓

↓

↓

改善策
○さらに意欲的に制作ができる

○さらに自分の表現スタイルが

○目的に応じて、習得した技

○芸術作品や自分たちの作品

よう、題材や他教科に関連した

意識できるよう、課題の中に

能が応用できるよう課題を

を振り返らせ、言語化し共

作品鑑賞を通して、表現意欲を

子供たちの発想を刺激する

設定します。

有することを通して、次の

向上させ、自分のスタイルの探

条件を設定し、自分のアイデ

求をさせていきます。

ィアが表現できるようにし
ます。

具体的手立て
・親しみのある作品の鑑賞と、ワ

学習に生かせる評価をさせ
具体的手立て
・用途に合わせて、種類の違
う接着剤や画材、工具の体

具体的手立て

験をさせます。

ていきます。
具体的手立て
・
「広重・江戸の風情」鑑賞を
通して、季節・時間・音な

ークシートに記入し言語化を

「名探偵が推理する！広重・江

○ステンシル版画、彫り進み

どを作品の表現の中から観

はかり、見通しを立てて制作さ

戸の風情」作品の中から、独

版画、水墨画など、さらに

察・推理し、ワークシート

せます。

自の解釈を引き出させます。

幅広い技法に親しませま

に記入させます。

す。

○国立近代美術館の教育普及
担当学芸員と連携し、美術
館鑑賞をさせます。

◎ 体育科
低学年の分析・課題（実態）
運動や健康、安全への

運動や健康、安全についての

関心・意欲・態度

思考・判断

○運動が好きな児童が多く、体育の授業に

○友達と楽しく運動して、ゲームや競走

進んで取り組んでいます。

（争）に参加することができます。

運動の技能
○課題に対して、正確に体を動かすこと
ができる児童が多いです。

○自分たちで整列して、学習を始める準備

○グループの友達と話をしたり、遊び方を

○体力テストの結果より、 握力や上体

ができます。また、跳び箱やマットなど

工夫したりして、運動に取り組んでいま

起こしなどを中心に、多くの種目で

の道具を友達と協力して安全に片付け

す。

区・都の平均を下回っています。

ています。

↓

↓

↓

改 善 策
○友達と関わる場面を増やし、運動の楽し
さをより感じられるように工夫します。
○安全に楽しく運動できるように、準備や
片付け、活動の約束などを視覚的に分か
るような資料を示し、意識して取り組む
ことができるようにします。

○楽しんで取り組めるゲームの約束など
を考えたり、話し合ったりすることで、
工夫して運動に取り組めるようにしま
す。
○具体的な助言をしたり、友達の見本や手
本を示したりすることで、よい動きを見
付けたり、真似たりできるようにしま
す。

○授業中の児童の運動量を確保してい
きます。
○多様な動きや様々な運動を取り入れ、
運動経験を増やしていきます。
○動きを身に付けたり、
上達したりする
ような場を工夫していきます。

中学年の分析・課題（実態）
運動や健康、安全への

運動や健康、安全

関心・意欲・態度

についての思考・判断

○運動に対する意欲は高く、楽

○授業の振り返りを生かし、一

しんで運動しています。
○用具や器具の準備・片付けに

人一人がめあてをもって運動
に取り組んでいます。

運動の技能
○運動経験の不足している児
童が多いです。

健康、安全についての
知識・理解
○学習の直後はよく理解し、
意識して生活しています。

○器械運動を苦手にしている

○学習したことを生かして、

おいて、児童が進んで取り組

児童は多いですが、スモー

継続的に生活の中で実践し

んでいます。

ルステップで学んだり、教

ていくことが課題です。

○グループの友達に励ましの声

師や友達からの助言・支援

をかけたり、アドバイスをし

を重ねたりすることで、

たりして、仲よく運動してい

徐々に技が上達してきてい

ます。

ます。
○体力テストの結果より、
握力や上体起こしなどを中
心に、多くの種目で区・都
の平均を下回っています。

↓

↓

↓

↓

改 善 策
○運動の内容を工夫して、児童

○上達までのポイントを段階的

○授業中の児童の運動量を確

が意欲をさらに高め、楽しん

に示したり、ポイントを視覚

で学習できるようにします。

的にとらえることのできるよ

○多様な動きや様々な運動を

回の安全指導や保健指導な

○運動するときの約束を確認し

うにしたりすることで、運動

取り入れ、運動経験を増や

どを通して意識できるよう

て、より安全に気を付けて取

や練習の場を選択できるよう

していきます。

にします。

り組めるようにします。

にしていきます。

保していきます。

○健康で安全な生活につい
て、授業だけでなく、月１

○運動感覚を養う補助運動を

○具体的で実行可能なめあて

○例を示すなど、グループの見

○学習カードに自分のめあてを

授業の始めに取り入れ、主

を立てることで、継続して

合いや教え合いが活発に行わ

記入することで、めあてを意

運動につなげていきます。

実践できるようにします。

れるように働きかけていきま

識して運動できるようにしま

○動きや技が上達するような

す。

す。

場を工夫していきます。

高学年の分析・課題（実態）
運動や健康、安全への

運動や健康、安全についての思

関心・意欲・態度

考・判断

○意欲的に運動に取り組んでい

○運動のポイントを見付けた

運動の技能
○器械運動は個人差が大き

健康、安全についての
知識・理解
○身近な生活におけるけがの

る児童が多いです。特にボー

り、練習方法を選んだりした

く、苦手とする児童が多く

原因やその防止、また、病

ル運動や陸上運動などの競い

り、チームで作戦を考えたり

見られます。

気の起こり方や予防の方法

合う運動を好みます。

することで、動きや技の上達、 ○体力テストの結果より、

について、多くの児童が理

チーム力の向上に取り組んで

握力や上体起こしなどを中

解しています。知識を生か

います。

心に、多くの種目で区・都

して、実践していくことが

の平均を下回っています。

課題です。

○安全に気を付けて運動に取り
組むことができます。互いを
認め合って運動すること、め

○自分が大切だと思うことや、

あてや課題に対して、友達と

授業で確かになったことを学

協力して解決していく態度を

習カードに書きとめ、動きや

身に付けていくことが課題で

技の上達に生かしています。

す。

↓

↓

↓

↓

改 善 策
○例を示すなどし、グループの

○ボール運動では、自分たちが

見合いや教え合いが活発に行

楽しめるようにルールを工夫

われるように働きかけていき

できるように話し合う時間を

ます。そして、友達との協力

確保します。

○授業中の児童の運動量を確
保していきます。

○体育の授業のみでなく、月
１回の安全指導や保健指導

○授業始めのウォーミングア

などを通して、日常生活に

ップにおいて、主運動につ

おけるけがや病気の予防に

によって、めあてを達成した

○個々の能力に応じて、適切な

ながる様々な運動を取り入

ついて、クラスで話し合う

り、運動の楽しさを実感した

めあてを設定しできるよう

れ、主運動への抵抗をなく

時間を取り入れ、生活に生

りできるように支援します。

に、基準となる目標や動きや

していきます。

かせるようにしていきま

○経験したことのない動きや運

技のポイントを示していきま

動、これまでのゲームに新し

す。

○器械運動において、技が上
達できるように、スモール

いルールを取り入れるなどし

○学習カードの書き方を再確認

ステップで学べる運動の場

て、運動の幅を広げ、意欲を

して、今後も授業の振り返り

を用意したり、指導方法や

高められるようにします。

の時間を確保します。また、

学習カードを工夫したりし

学習カードに自分やチームの

ます。

動き・課題を記録することで、
めあてをもって運動に取り組
めるようにしていきます。

す。

◎ 家庭科
高学年の分析・課題（実態）
関心・意欲・態度

創意工夫

生活の技能

知識・理解

○自分や家族の生活に関心をも

○住まいの快適な環境作り、季

○食材や目的に応じた調理の

○家庭生活に必要な知識を習

ち、皆が快適に過ごせるような

節にあった着衣、栄養のバラ

仕方、様々な縫い方など、

得し、家族の為に自分にで

環境作り、調理実習や裁縫、洗

ンスを考えた食事など、習得

基礎的な技能を習得する学

きることを考え、実践する

濯、などの実践的・体験的活動

した家庭生活についての知識

習では、生活体験の違いに

姿が見られます。

を積極的に行っています。

や技能を活かして、生活を見

より個人差が多く見られま

直し改善しようとする意識を

す。

○粘り強く学習を進めることがで
きますが、裁縫、調理などの細

持ち始めています。

ことや、互いに協力し助け

具の使い方や手順について

合っていく必要があること
に気づき始めています。

○家庭での仕事、手伝い、でき

どで、見通しをもって進めるこ

る料理などの面で、生活に関

は、教師の話を真剣に聞き、

とが課題です。

わろうとする姿勢が見られま

安全に配慮しながら活動す

す。

ることができます。

↓

の関わりで成り立っている

○調理道具やミシンなどの道

かい作業や時間がかかる活動な

↓

○家庭生活が、身近な人々と

↓

↓

改善策
○家庭での自分の役割を自覚さ

○家庭生活について自ら見直

○裁縫やミシンの使い方など

○家庭と連携を取り、家庭生

せ、それぞれの課題に主体的に

し、自分で課題を見つけられ

の技能をグループ学習や保

活について自分なりに工夫

関わろうとする意欲をもたせ

るようワークシートを工夫

護者の協力を得て最後まで

し、活かせる場面を作りま

ます。

し、自分なりの方法で実践で

できるようにします。また、

す。

きるようにします。

繰り返し活動する場面をつ

○夏休みに家庭で調理・手

くり、技能の定着を図りま

芸・清掃の実習を実施し、

す。

自分できることを増やしま

○実習を通して環境問題に関心
をもち、自分の生活の中ででき

○家庭での実践へつなげるよ

ることを実践していこうとす

う、習得したことがどのよう

る意欲を育てます。

な場面でいかせるのか振り返

○作業計画を立てたり、作業学習

す。

価のプロセスを大切にし、

○基礎・基本や、安全に関す

を十分に確保したりと、技能の

基礎的な技能を少しずつス

ることは、掲示物やカード

向上を図り、家庭でも意欲的に

テップアップさせます。

を用いて繰り返し指導し、

取り組めるようにします。

ります。

○計画・実習・発表・相互評

定着を図ります。

