
福生市立福生第六小学校 

令和元年度  １ 学年   国語 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○読み聞かせを聞くことや、図書室で好きな本を選ぶことなど、読書活動を楽

しんでいる。 

△言語に対する興味・関心は個人による差がある。 

△話し手の話に関心をもてず、相手の発言を聞き落としてしまう。 

△自分の思いや考えに沿って簡単な構成を考えることが苦手である。 

△文章を読み返さず、語と語、文と文の内容のまとまりが捉えられない。 

△物の名前、動きを表す言葉、感情を表す言葉など全体的に語彙が不足してい
る。 

【課  題】 

１ 言語に対する興味・関心 

２ 話の意図を捉えたり、適切に伝えたりすること。 

３ 文章の構想・構成 

４ 論理的な読み取り。 

５ 語彙力 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

・相手の発言を聞いて、質問をする、感想を言う機会を作る。 

・漢字の学習では色チョークを使用して、視覚的に補助をする。 

・場面の様子や登場人物の行動など、内容の大体を捉えるために読み聞かせの時間を十分にとる。 

・本などの種類や配置、探し方について指導するなど、児童が必要な本などを選ぶ時間を設定する。 

実践する 

【単 元】 

単元名：ひらがな あつまれ 

指導時間：２時間   指導時期：９月頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

・話し手が知らせたいことや自分が聞きたいことを落とさないように集中して聞き、話の内容を捉えて

感想をもつことができる。 

・自分の思いや考えが明確になるように、事柄の順序に沿って簡単な構成を考えることができる。 

・場面の様子や登場人物の行動など、内容の大体を捉えることができる。 

単元における 

【具体策】 

・ひらがなあつまれの表から、言葉集めをして物の名前を表す言葉を学習し、語彙力を増やす。 

・しりとりを用いて、遊びながら言葉に対する興味・関心を高める。 

・単元の中で友達の発表を聞く場を設ける。 

・集めた言葉をグループや学級全体で発表する時間を十分に設定する。 

・集めた言葉を読み返す機会を作る。 

 



福生市立福生第六小学校 

令和元年度  １ 学年    算数 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

◯与えられたたし算やひき算等、計算問題には最後まで取り組む児童が多い。 

△数の概念の習得に個人差がある。 

△見通しをもてない（筋道を立てて考えられない。） 

△問題が解決できない時にあきらめてしまう。 

△話し手の話に関心をもてず、相手の発言を聞き落としてしまう。 

 

【課  題】 

１ 児童の学力・見通しをもって考える力に差がある。 

２ 与えられた課題には意欲的に取り組むが自ら問題を 

解決しようという意欲が乏しい。 

３ 「対話的な学び」による深い学びの展開。 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

・具体的な捜査活動をして、実感を伴えるようにする。 

・計算の仕方カードを活用してマニュアル化をする。 

・ゲーム活動を取り入れて、数の概念の理解、技能習熟をはかる。 

・２～３人のグループで、自分の考えを伝えあう。 

実践する 

【単 元】 

単元名：たしざん 

指導時間：１３時間   指導時期：１０月頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

・１０のまとまりに着目して繰り上がりのある加法計算ができること 

・具体物や図を使って数の数え方や計算の仕方を考えたり、その過程を表現したりすること。 

・数のまとまりや数量関係に着目しての数の数え方を日常生活に生かすこと 

単元における 

【具体策】 

・既習事項を確認する。（１学期に学んだたし算のやり方を中心に） 

・１０の合成、分解の習熟をする。 

・ブロックや数え棒などの具体物を使って計算のやり方を操作する。 

・絵や図を使って問題の場面のイメージができるようにする。 

・計算の仕方カードを使ってマニュアル化をさせる。 

・計算カードを使ったゲームやビンゴゲームを取り入れ、楽しく習熟ができるようにする。 

・２～３人のグループで、自分の考えを伝えあい、同じだったところ、違ったところなどを確認する。 

 



福生市立福生第六小学校 

令和元年度  １ 学年    生活 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○遊び的な活動が多い単元には興味・関心が高い。 

△体験や活動が少ない単元では、興味・関心が低い。 

△語彙が少なく、観察カードへの記入ができない。 

△自分の思いを上手に表現できない。 

△生きものや植物への触れ合い経験に差がある。 

【課  題】 

１ 単元による興味・関心の違い 

２ 観察カードの書き方 

３ 集団や社会の一員として自分の役割や行動の仕方について考え、 

安全で適切な行動をすること。 

４ 生き物や植物とのふれあい経験。 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

・興味をもたせられるよう、視覚教材等を使って、導入を工夫する。 

・国語科、図画工作科などの各教科等の表現に関わる学習と関連させる。 

・カードをかく時には、何に着目するか（色、数、形など）をはっきりさせる。 

・グループで遊び方やルールを話し合う機会を設ける。 

・生きものや植物を育てたり、公園に行ったりする機会を十分に設定する。 

実践する 

【単 元】 

単元名：あきとともだちになろう 

指導時間：１４時間   指導時期：１０～１１月頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

・生きものや木の実や葉に諸感覚を通して触れ合い、自然遊びの楽しさや自然の不思議さに気付き、秋

の遊びを楽しむことができる。 

・自然物や身のまわりのものから、いろいろなものを作ったり遊んだりしながら、その楽しさを伝えあ

うことができる。 

単元における 

【具体策】 

・校庭や地域の公園で遊んだり、動物園へ行ったりして、生き物や植物と触れ合う機会を十分設定す

る。 

・春や夏に活動した公園の様子と比べて、気がついたことをカードに書くようにする。その時に、着目

する点をはっきり示す。（木、虫、葉、生きものなど） 

・見つけた葉や木の実などを使って工夫して作ったり、改良したりする時には一人一人の意見を聞きな

がらその子に合った助言をする。 

・作ったもので友達と一緒に遊びながら、遊び方を工夫したり紹介し合ったりする時間を十分に設定し

て自分の思いを伝えられるようにする。 

 



福生市立福生第六小学校 

令和元年度  １ 学年   音楽 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○歌うことや楽器を演奏することが好きな児童が多い。 

△単元によって興味・関心に差がある。 

△友達の演奏に興味・関心が低い。 

△楽しく学習はできているが、楽しくなりすぎて、めあてから外れてしまう。 

△演奏の技能の習得に差がある。 

【課  題】 

１ 興味・関心のバラつき 

・おもしろそうだと飛びつくが、深めていく過程で、すぐあきてしまうこと 

２ 挑戦しようとする意欲が少ない 

・難しそうだと感じると、すぐにあきらめてしまう 

３ 互いに聴き合い、合わせようとする協調性 

【 

授 

業 

改 

善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

・いろいろな活動を取り入れる。 

・スモールステップで指導する。 

・一部分でもできたらほめる。 

・範唱や範奏、自分以外の人の歌唱や演奏を聴く場面を設定する。 

実践する 

【単 元】 

単元名：いろいろなおとをたのしもう 

指導時間：９時間   指導時期：１２月頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

・身近な楽器の音色の特徴を感じ取り、演奏の仕方や楽器の音色に興味・関心をもって演奏したり音楽

をつくったりする。 

・楽器の特徴的な音色を感じ取り、楽曲のよさや面白さに気付いて聴く。 

単元における 

【具体策】 

・歌う、楽器を演奏する、体を使って表現する、鑑賞などいろいろな活動を取り入れ興味・関心をもて

るようにする。めあてを具体的に提示する。 

・鑑賞の時には、教科書の挿絵や写真を使って何の楽器の音なのか想像しやすくしたり、目立つ音に着

目させたりして音色に興味がもてるようにする。 

・歌う時には、歌詞だけを音読する、繰り返して歌う、階名で歌うなど細かく指導する。 

・楽器の演奏の仕方は、ＤＶＤを見せてから、実際にやってみる（音を出してみる）時間を多くとるよ

うにする。 

・範唱や範奏を聴かせ、声や音が合った時の心地よさを感じさせる。また、児童ができた場面を見付け

褒める。 



 

福生市立福生第六小学校 

令和元年度  １ 学年   図画工作 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○絵を描いたり、工作をしたりすることが好きな児童が多い。 

△はさみ、のりなどの使い方の技能に差がある。 

△楽しく学習はできているが、楽しくなりすぎてめあてから外れてしまう。 

△自分の思う形の想像ができない。 

【課  題】 

１ 学習に必要な道具や材料を持って授業に参加すること。 

２ 挑戦しようとする意欲とあきらめずに活動すること 

３ 自分の思う形にたどり着こうとする粘り強さと探究力 

４ 感じたこと・思ったことを伝え合う言葉の表現力 

【 

授 

業 

改 

善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

・用具の使い方に十分に慣れ、正しく使えるようにする。 

・自分たちの作品や身近な材料などの造形的な面白さや楽しさ、表したいこと、表し方などについて、

感じ取ったり考えたりし、自分の見方や感じ方を広げる時間を設定する。 

・導入で場面設定をしてイメージをもつ時間をつくる。 

実践する 

【単 元】 

単元名：どうぶつむらのピクニック 

指導時間：６時間   指導時期：１月頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

・形や色などを基に、自分のイメージをもつことができること。 

・材料や用具に慣れ、正しく使うことができる。 

・自分たちの作品や身近な材料などの造形的な面白さや楽しさ、表したいこと、表し方などについて、

感じ取ったり考えたりし、自分の見方や感じ方を広げることができる。 

単元における 

【具体策】 

・色画用紙や箱をはさみで切ったり、のりでくっつけたりする活動を通して、用具を正しく使用できる

ように一つ一つ確認しながら授業を進める。 

・作品の完成後は、友達同士で互いの作品で遊んだり、話を聞きあったりして楽しむ時間を設定する。 

・あき箱の形や色、大きさ、ふたの開き方などの特徴を生かす例示をする。 

・導入時にみんなでピクニックに行くことを提示して、自分のイメージをもてるようにする。 

 



福生市立福生第六小学校 

令和元年度  １ 学年    体育 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○体育の授業を好きな児童が多い。 

△体を動かす経験が少ない。 

△勝敗を受け入れられない。 

△運動での成功経験がないため、やり始める前からあきらめてしまう。 

【課  題】 

１ 態度 
⑴ルールを守ること。 
⑵勝敗を受け止めること。 
⑶できないことに対してあきらめないこと。 

２ めあてをもって、主体的に運動すること。 
３ 運動の仕方、ルールや作戦、練習を工夫すること。 
４ 友達と協力して問題を解決すること。 

 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

・動きが「できた」「できない」という観点で見るのではなく、子どもの動きの変容を評価する。 

・友達の動きを見て共有することや自分の考えを伝えたりすることなど、動き以外でも自分の考えを発

表する機会を作る。 

・スモールステップで段階的にできるようにする。 

実践する 

【単 元】 

単元名：機械・器具を使っての運動遊び「マット遊び」 

指導時間：７時間   指導時期：９月頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

・各種の運動遊びに進んで取り組み、きまりを守り誰とでも仲よく、安全に留意し、意欲的に運動をす

ることができる。 

・運動遊びの楽しさに触れ、基本的な動きを身に付けることができる。 

単元における 

【具体策】 

・動物の動きを真似することで楽しみながら運動遊びをし、いろいろな方向への転がり、手で支えての

体の保持や回転をする動きを身につける。 

・共有の時間や発表の機会を作り、運動以外の部分も評価する。 

・傾斜のある場を作り、勢い良く転がるように取り組む。 

・手の位置や視線の先にマークを置き、体の動かし方が身につくように場の設定をする。 

 



福生市立福生第六小学校 

令和元年度  ２ 学年   国語 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○物語の読み取りや音読など、興味・関心をもって意欲的に取り組んでいる。 

△順序やわけに気を付けて読むところまでには至っていない。 

○ひらがなやカタカナ、1年生の漢字のほとんどを読んだり書いたりすることができる。 

△漢字や文字の習得に個人差があり、文中で正しく使うことが難しいまた、知っている言葉が少なく、自分

の思いを文章に表すことに慣れていない。 

△自分の考えを相手に分かりやすく伝えたり、大事なことを聞き落とさずに聞いたりすることが難しい。 

 

【課  題】 

１ 言語に対する興味・関心。 
２ 話の意図を捉えたり、適切に伝えたりすること。 
３ 文章の構想・構成。 
４ 論理的な読み取り。 
５ 語彙量。 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

・線の長さやとめ・はね・はらい等色分けや拡大をして、さらに意識してポイントを指導する。習得した漢

字を使って短文作りをしたり、漢字自体の意味や、へんとつくりの組み合わせなどをおさえたりする。 

・聞く・話すときの基本的な約束を守らせる。また、どの児童も少人数の中での経験を数多くさせ、抵抗を

少なくしていく。 

・読書活動の推進、短い作文や感想文を書く機会を多く取り入れ、すぐに添削・指導にあたる。作文の書き

方の基礎・基本（構成やきまりなど）を、今年中に習得させる。 

実践する 

【単 元】 

単元名：    「お手紙」             

指導時間： １２ 時間   指導時期： １０ 月頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能

力】 

・時間的な順序・登場人物の行動などを捉え、自分の思いや考えをもつ。 

・文字や表記のきまりや、主語・述語の関係に留意しながら、自分の思いや考えを書く。 

・相手に伝わるように話したり、大事なことを落とさずに聞いたりして、互いの話に関心をもち、相手の発

言を受けて話をつなぐ。 

単元におけ

る 

【具体策】 

・場面ごとに人物の行動と会話を整理することができるよう、場面に分けて音読学習を進める。個人読み・

グループ読みなどを繰り返す中で、友達と音読の工夫について考えさせる。 

・登場人物の気持ちや相互関係を考えさせ、友達と交流し、考えを深める。少人数での交流により、自分の

思いを言葉で相手に、よりしっかりと伝えられ、友達の考えもきけるようにする。 

・登場人物に対して簡単なお手紙を書く。自分の考えをもたせるために挿絵を提示し、豊かな想像を広げら

れるようにする。 

 

 



福生市立福生第六小学校 

令和元年度  ２ 学年   算数 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○繰り返し練習問題を解くことで、繰り上がりのある足し算の筆算や繰り下がりのある引き算の筆算が

できるようになってきた。 

△文章問題で、題意をとらえられず、正しく立式できなかったり、単位のつけ忘れをしたりする。 

○７割くらいの児童が、３位数を読んだり書いたりし、１０００までの数の大小関係を不等号を使って

表すことができる。 

○何十＋何十、何百＋何百、何十－何十、何百－何百の計算ができる。 

△３割くらいの児童が、何百＋何十、何百何十－何十の計算が難しい。 

△数直線で、１めもりが１ではない時、１めもりがいくつかを捉えることが難しい。 

△長さや水のかさの学習では、単位の意味理解や量感が伴わないことがある。 

△時計を読めても、時間を捉えることが難しい。 

 

【課  題】 

１ 児童の学力・見通しをもって考える力に差がある。 
 
２ 題意の理解。 
 
３ 数の概念、量感が乏しい。 

 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

・文章問題を解決するために、簡単な図をかいたり、具体物、半具体物を用いて考えたりする。 

・１めもりが１０や１００の数直線と比べながら、めもりの読み方の指導を丁寧に行う。 

・量感が身に付くよう、測定活動などで体験させ、実感をもって理解させていく。 

・日常生活の中で、時刻や時間を意識した生活を送るようにし、量感を養っていく。 

 

実践する 

【単 元】 

単元名：  図をつかって考えよう      

指導時間：  ７  時間   指導時期： ２月 月頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

・加法と減法の相互関係に関心をもち、場面を図に表すことのよさに気付く。 

・問題場面をテープ図に表して考える。 

・場面を図に表して構造をとらえ、式について考え表現する。 

単元における 

【具体策】 

・問題文をよく読ませ、分かっていること、求めることにアンダーラインを引かせる。 

・テープ図を提示し、そのテープ図に問題文の中の数量を記入させる。その時、（ ）には、わかって

いる数、□には求める数になることを確認する。 

・テープ図では、全体を求めるときは足し算、部分を求めるときは引き算になることを知る。 

・加法逆の減法、減法逆の減法、減法逆の加法、加法逆の減法の順に、同じような文章問題を練習す

る。その際、どの部分が□になって求めるところか確認し立式させる。 

・数値を変えるだけの簡単な問題作りに取り組ませる。テープ図に表し、式と答えまで書かせる。数値

は違っても、同じ構造であることも確認する。 

 



福生市立福生第六小学校 

令和元年度  ２ 学年   生活 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○動植物の飼育や栽培の活動、町探検など体験的な活動を楽しんで行う。 

△飼育や栽培を持続させていくことが難しい。 

△活動や体験を楽しんで行うが、自分と周囲の関わりに気付いたり、気付いたことを様々な

方法で表現したりすることが苦手である。 

 

【課  題】 

１ 単元による興味・関心の違い。 

２ 観察カードの書き方。 

３ 集団や社会の一員として自分の役割や行動の仕方について考え、安全で適切な行動をすること。 

４ 生き物や植物とのふれあい経験。 

 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

・興味をもたせられるよう、視聴覚教材等を使って、導入を工夫する。 

・どんなことを書けば良いのか、視点を掲示する。 

・グループで役割を決め、何をすればよいかを考える。 

・はさみ等道具を使う時に、安全に気を付けさせる。 

・生き物の世話がすすんでできるよう、声を掛ける。 

実践する 

【単 元】 

単元名：     作ってためして        

指導時間： ２０ 時間   指導時期： １２～１ 月頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

・身近な自然を利用したり、身近にある物を使ったりして、遊びや、遊びに使う物を作る。 

・おもしろさや不思議さに気づいて、みんなで遊びを楽しむ。 

・おもちゃが動く仕組みや、おもしろさを 1 年生に分かりやすく説明する。 

単元における 

【具体策】 

・教師が試作したものを見せ、実際に動かしたり、遊んだりできるようにする。 

・動くおもちゃ（ゴム・風・回転等の力）の仕組みを理解し、色々なもので遊ぶ。 

・教科書や絵本、図鑑などから、興味をもったものの作り方や遊び方を考え、カードにまとめる。 

・実際に作り、自分で遊んだり、友達と遊び合ったりする。 

・道具の安全な使い方について、図を掲示して指導する。 

・おもちゃがより良くなるためのキーワード（じょうぶ・高い・はやい・遠い）を示し、工夫への意欲

を高める。 

・1 年生に楽しんでもらえるような、動くおもちゃを準備する。 

 



福生市立福生第六小学校 

令和元年度  ２ 学年   音楽 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○音楽を楽しみ、意欲的に歌ったり、合奏しようとしている 
○音楽を全身で表現しようとしている 
△わからない、むずかしいと思った時は、すぐにあきらめてしまう児童もいる 
△自分中心で、周りと合わせることが苦手な児童がいる 
 

【課  題】 

１ 興味関心のバラつき 
 ・おもしろそうだと飛びつくが、深めていく過程で、すぐあきてしまうこと 
２ 挑戦しようとする意欲が少ない 
 ・難しそうだと感じると、すぐあきらめてしまうこと 
３ 互いに聴き合い、合わせようとする協調性  

 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

簡単で面白い課題の設定 
歌・手拍子・楽器・リトミック等、多様なアプローチ 
授業の流れの明確化 

繰り返しによる定着化、 

実践する 

【単 元】 

単元名： 拍子を感じてリズムを打とう         

指導時間：   １０ 時間   指導時期：  ９ 月頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

楽しく音楽と関わり、協働して音楽活動をする楽しさを感じて表現する 

単元における 

【具体策】 

・２拍子・３拍子のリズムの特徴を理解する 

・拍子にあった歌い方を工夫する。 

・歌に合わせてリズムをたたく 

・２拍子の曲に合わせて行進しよう 

・３拍子の曲に合わせてゴムとびで、バンブーダンスをしてみよう 

・鑑賞曲を聴いて、拍子をあててみよう 

・拍子に合わせて動いてみよう 

 

 



福生市立福生第六小学校 

令和元年度  ２学年   図画工作科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○つくり出すことには意欲的な児童が多い。 

○絵や立体に表現することに興味関心の高い児童が多い。 

△基本的な道具の使い方を正しく習得できていない児童がいる。 

△自分の表現活動に対して自信をもてない児童がいる。 

 

【課  題】 

・自分の表したいことに合わせて道具を選び正しく道具を使えること。 

・自信をもって表現活動に取り組むこと。 

・自分や友達の活動に関心をもち発想を広げること。 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

・自分のやりたいことに合わせてどんな道具を使えばいいか個別に声掛けを行い、わかりやすい道具の

使い方を板書して掲示しておく。 

・自分の表現活動に自信がもてるように声かけを行っていく。 

・常時鑑賞を通して自他の表現活動に興味関心をもたせていき友達の発想のよいところを取り入れられ

るように紹介していく。 

実践する 

【題 材】 

題材名： まめたのおうち   

指導時間： １０ 時間   指導時期： １０ 月頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

・形や色に気付き、自分の感覚や気持ちを基に総計活動を行うことができる。 

・材料の形や色などを基に児童が楽しく造形的な活動や表したいことを思いつく。 

・形や色などを視点に、比べたり、選んだり、つくりだしたりしようとする。 

単元における 

【具体策】 

・いろいろな道具の使い方を紹介していき、わかりやすく掲示しておきいつでも確認できるようにして

おく。 

・児童が興味関心をもてるような材料を紹介し、自分の表したいことに合わせて使えるようにしてお

く。 

・新しく思いついたことや発見したことを共有できるように紹介して広めていく。 

・児童の表したいことに合わせて個別に声掛けを行い、発想を手助けし意欲を高めていく。 

 



福生市立福生第六小学校 

令和元年度  ２ 学年   体育 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○学習の規律を守り、友達と協力して取り組める児童と、そうでない児童がいる。 

○準備や片付けを進んで行う児童が多い。 

○ほとんどの児童が、注意事項を守って、安全に運動しようとしている。 

△めあてを達成できるよう、工夫しながら運動をすることは苦手である。 

△勝敗にこだわってしまう。 

△姿勢や方向を変えて動いたり、身体のバランスを保ったりする動きが苦手である。 

 

【課  題】 

１ 態度 

 （１）ルールを守ること。 

（２）勝敗にとらわれず、協力して活動すること。 

（３）あきらめずに取り組むこと。 

２ めあてをもって、主体的に運動すること。 

３ 運動の仕方、ルールや作戦、練習を工夫すること。 

４ 友達と協力して課題を解決すること。 

 

 

【 

授 

業 

改 
善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

・一人一人の力にあっためあてをもたせ、基本的な動きを身に付けさせる。 

・てつぼうカード、なわとびカード、持久走カード等の学習カードを活用し、意欲的に楽しく学習でき

るようにする。 

・グループで学習する場面を設け、話し合って作戦を考えさせる。 

・友達のよい動きやよい作戦等を発表し合う。 

実践する 

【単 元】 

単元名： とびばこ    

指導時間：  ７ 時間   指導時期： １０ 月頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

・跳び乗りや、跳び下り、手を着いてのまたぎ乗りや、またぎ下りをすること。 

・運動に進んで取り組み、きまりを守って、仲良く運動したり、安全に気を付けたりする。 

・簡単な遊び方を工夫できるようにする。 

単元における 

【具体策】 

・跳び箱の準備のしかたを友達と協力して、順序よく準備や片付けができるようにする。・みんなが楽

しめるように規則を工夫できるようにする。 

・助走から両足で踏み切り、跳び箱に両手を着いて、またぎ乗ったり、またいだ姿勢で腕を支点に、体

重を移動させて、またぎ下りたりする。 

・助走から両足で踏み切り、跳び箱に両手をついて、両足で跳び乗ったり、ジャンプして跳び下りたり

する。やり方を分かりやすく説明し、掲示する。 

・踏み切り方の工夫（片足で、両足で、遠くから）や跳び下り方の工夫（高く・遠くに・いろんな姿勢

で）する。 

・友達の良い動きに目を向け、自分の動きに取り入れて遊び方を工夫する。毎時間、学習カードで友達

の良かったところを振り返るようにする。 

 

 

 



 

福生市立福生第六小学校 

令和元年度  ３ 学年   国語 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○文章が「はじめ」「中」「おわり」の３つに分かれていることを理解している。 
○物語文や俳句には興味をもって取り組むことができる。 
△新出漢字は意欲的に学ぶが、なかなか身に付かない。 
△正しい順序で文章を構成することが苦手である。 
△書かれている内容を理解するのに時間がかかる。 
△語彙が乏しい。 
△漢字の送り仮名を正しく書くことが苦手である。 
 
 

【課  題】 

１ 言語に対する興味・関心。 
２ 文章の構想・構成。 
３ 論理的な読み取り。 
４ 話の意図を捉え、適切に伝えること。 
５ 語彙量。 
 

【 
授 
業 

改 

善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

・ 音読に繰り返し取り組む。 

・ 聞きとるべき内容や、伝えるべき内容を事前に指導する。 

・ 正しい順序で文章を構成できるよう作文メモを活用して指導する。 

・ 叙述を基に、内容を捉えられるようにする。 

・ 国語辞典を用いて、言葉の意味を調べる機会を増やすことを習慣付ける。 

実践する 

【単 元】 

単元名：食べ物のひみつを教えます      

指導時間：   ８  時間   指導時期： １１  月頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

伝えたい内容の中心となる事がらを明確にし、内容のまとまりで段落を分け、文章の構成を考える。 

単元における 

【具体策】 

・材料について調べたことを、図や表を使って整理する。 

・作文メモを並び替えて、内容が伝わりやすい文章の構成を考える。 

・「まず」や「次に」などの接続詞を示し、内容のまとまりごとに段落を分けられるようにする。 

・友達どうしで文章を読み、分かりやすかったところを伝え合う。 

 

 



福生市立福生第六小学校 

令和元年度  ３ 学年   算数 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○繰り返し練習問題を解くことで、繰り上がりのある足し算の筆算や繰り下がりのある引き算の筆算がで

きるようになり、検算もできるようになってきた。 

○７割くらいの児童が、３位数を読んだり書いたりし、１０００までの数の大小関係を不等号を使って表

すことができたり、数直線上に表したりすることができる。 

○7割強の児童が、かけ算九九を身に付けることができている。 

△文章問題で、題意をとらえられず正しく立式できなかったり、単位のつけ忘れをしたりする児童がい

る。 

△数学的活動に、意欲的に取り組む児童が多いが、活動だけを楽しんでしまい、数学的思考に結びつかな

い児童が 2割弱いる。 

△東京ベーシックドリルの診断テストでは、「量と単位」の正答率が 7.5％、「三角形と四角形」の正答率

が 13.8％で、「乗法の計算」の 53.8％等と比べて低く、図形や単位等に課題があることが分かる。ま

た、「式による表現」の正答率も 18.8％と低く、数学的な考え方である、問題を捉えて自ら解決する力

に課題がある。 

【課  題】 

１ 児童の学力・見通しをもって考える力に差がある。 
 
２ 与えられた課題には意欲的に取り組むが自ら問題を解決しようという意欲が乏しい。 
 

３ 「対話的な学び」による深い学びの展開。 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

・量としての「重さ」をとらえさせるために、任意単位での比較をさせ普遍単位の必要性を感じさせる。 

・協力して「量る」活動をする中で、予想し量感を話し合い、重さの比べ方を考えさせる。 

・重さの加減計算が適用できる場面を理解させ、測定活動や線分図等から数値の関係性について考え求め 

ることができるようにする。 

実践する 

【単 元】 

単元名：  重さのたんいとはかり方     

指導時間： ８ 時間   指導時期： 11 月 頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

・重さの単位やそれらの関係、はかりの読み方や使い方を理解し、重さについての感覚を身につける。 

・長さやかさの学習を基に、数値化することのよさや普遍単位の必要性を認め、重さの表し方を考え、表

現することができる。 

・重さについて、およその見当をつけ、適切な計器を選んで測定することができる。 

単元における 

【具体策】 

・既習の長さや体積と同様に、重さの学習においても１㎏の重さのものを手で持った時の感覚を身につ

け、児童の体験的な活動を通して基本的な量についての感覚を身につけさせ、必ず見積もりをさせる。 

・任意単位の比べ方から、普遍単位の学習につなげ、世界共通の重さの単位の必要性を感じさせ、g・㎏

の単位の換算や加法・減法の計算をテープ図や線分図を活用してできるようにさせる。 

・今まで別々に扱ってきた長さ、かさ、重さを「量」として、ある程度統合するために、構造的に表して

考えさせる。単位相互の関係を明示しながら、その関係性やきまり等についての気付きを話し合わせ

る。接頭辞については、詳しくは第 6 学年で学習する内容であるので、児童が自ら気づいた点について

紹介し、単位についての興味や意欲につなげられるようにする。 

 

 



福生市立福生第六小学校 

令和元年度  ３ 学年   理 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○進んで観察をしている。 
○２つの生物を比べ、違いや共通点を見つけることができる。 
△問題を見出し、それに対する予想や仮説を立てることが苦手である。 
 
 

【課  題】 

１ 科学用語を適切に使い、現象を説明すること。 

２ 主体的に学習問題へ取り組むこと。 

３ 根拠をもって、予想を立てること。 

 
 

 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

１ 単元ごとに必要な科学用語を確実に習得させ、実験や観察で分かったことについて科学用語を適切

に使い、自分の力で書かせる。 

２ ２つの事象の比較から、児童が主体的に学習問題を作ることができるようにする。 

３ 予想を書くときは、話型を利用し、自分の考えを書かせる。 

実践する 

【単 元】 

単元名：  豆電球にあかりをつけよう     

指導時間：  ８  時間   指導時期： １ 月頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

自然の事物・現象の差異点や共通点を基に、問題を見出す。 

単元における 

【具体策】 

・乾電池と豆電球を用いて、明かりがつくつなぎ方と、つかないつなぎ方を提示し、その違いに着目さ

せ、問題を見出していく。 

・回路の途中に、身の回りにある物を入れ、明かりがつく物、つかない物について追究する中で、差異

点や共通点を基に、問題を見出し、ノートに表現する。 

・「同じところは何ですか」「違うことろは何ですか」という発問をして、比較の内容を明確にする。 

 



福生市立福生第六小学校 

令和元年度  ３ 学年   社会 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

 
○地域のことについて意欲的に調べている。 
○写真や地図などの資料から、情報を見付けることができる。 
△地図記号や方位など学んだことを使って表現することに課題がある。 
△正しく地図を見ることが苦手である。 
△地図で読み取った位置や方角を実生活での位置や方角と結び付けることが苦手で 
ある。 

【課  題】 

１ 社会的事象を自分の生活と関連付けて学ぼうとする姿勢。 

２ 調べたことから考え、社会的事象として表現する力。 

３ 資料を正しく読み取る力。 

４ 地図の理解。 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

１ 生活に関連した事例や資料を取り入れた導入を行う。 

２ 問題解決的な学習を土台とし、「予想・調査・検証」の時間を確保する。 

３ 自分の考えを表現できるように話型を活用する。 

４ 表やグラフ、地図を見て、問いの解決に適した箇所に着目できるように「読み取らせたいポイン

ト」を示す。 

実践する 

【単 元】 

単元名：  安全・安心 みんなのくらし    

指導時間： 21 時間   指導時期： １ 月頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

・見学や調査、地図などの資料で調べたことを、白地図などにまとめ、自分たちの生活を支えている社

会のしくみや工夫について考える。 

単元における 

【具体策】 

小単元「火事からくらしを守る」 

・学校にある火事への備えの種類や内容について調べ、校内図にまとめる。 

・実際に学校の周りを歩き、学校の周りの消防施設を調べ、白地図にまとめる。 

小単元「交通事故をふせぐ」 

・写真や地図から、学校の周りにある交通事故から守るための設備について調べ、その工夫を捉える。 

 

 



福生市立福生第六小学校 

令和元年度 ３ 学年   音楽 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○音楽を楽しみ、意欲的に歌ったり、合奏しようしたりしている 
○音楽を全身で表現しようとしている 
○曲にあった発声や、正しいリコーダーの奏法が身についている 
△わからない、むずかしいと思った時は、すぐにあきらめてしまう児童もいる 
△自分中心で、周りと合わせることが苦手な児童がいる 
 

【課  題】 

１ 興味関心のバラつき 
 ・おもしろそうだと飛びつくが、深めていく過程で、すぐあきてしまうこと 
２ 挑戦しようとする意欲が少ない 
 ・難しそうだと感じると、すぐあきらめてしまうこと 
３ 互いに聴き合い、合わせようとする協調性  

 

【 

授 

業 

改 

善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

興味関心の持てる教材選択と提示 
物語のある音楽を扱い、表現の工夫がしやすくする 
絵本とも関連づけながら、登場人物の気持ちの変化を音楽で表す 

実践する 

【単 元】 

単元名： 曲の気分を感じ取ろう    

指導時間： １８ 時間   指導時期： ９～１０ 月頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

音楽表現を考え、表現に対する思いや意図をもつ 

進んで音楽に関わる 

単元における 

【具体策】 

・曲を聴いてどんな感じの曲かイメージを持たせる 

・大まかに曲を演奏し、登場人物の心の変化によって曲想が変わることをつかむ 

・細かく分けて気持ちの変化を確認しながら歌っていく 

・各自曲の気持ちの変化を「どんな気分で、どう表現したいか」をプリントに記入する 

・それぞれの思いを、付箋に書いて拡大楽譜にはり、全体の思いとして表現をまとめていく 

・拡大楽譜を見ながら全員で表現する（録音する） 

・思ったような表現になっていたか確認し、改善する 

・曲の気分を感じ取って演奏する 

 



福生市立福生第六小学校 

令和元年度  ３学年   図画工作科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○つくり出すことには意欲的な児童が多い。 

○絵や立体に表現することに興味関心の高い児童が多い。 

△基本的な道具の使い方を正しく習得できていない児童がいる。 

△自分の表現活動に対して自信をもてない児童がいる。 

△自分が何をすればいいのかわからず活動がともってしまう児童がいる。 

【課  題】 

・自分の表したいことに合わせて道具を選び正しく道具を使えること。 

・自信をもって表現活動に取り組むこと。 

・自分や友達の活動に関心をもち発想を広げること。 

・支持を理解して活動を行うことができること。 

【 

授 

業 

改 
善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

・自分のやりたいことに合わせてどんな道具を使えばいいか個別に声掛けを行い、わかりやすい道具の

使い方を板書して掲示しておく。 

・自分の表現活動に自信がもてるように声かけを行っていく。 

・常時鑑賞を通して自他の表現活動に興味関心をもたせていき友達の発想のよいところを取り入れられ

るように紹介していく。 

・個別に声掛けを行い、指示を理解させ活動に取り組めるようにする。 

実践する 

【題 材】 

題材名： 気になる木   

指導時間： １０ 時間   指導時期： １１ 月頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

・自分の感覚や思いなどを基に、造形活動を自ら充実させ、自分らしく技能を働かせることができる。 

・自分の味方や感じ方を広げ、自分なりに対象や事象を味わうことができるようにする。 

・形や色などの視点に、比べたり、選んだり、つくりだしたりする。 

題材における 

【具体策】 

・いろいろな道具の使い方を紹介していき、わかりやすく掲示しておきいつでも確認できるようにして

おく。 

・児童が興味関心をもてるような材料を紹介し、自分の表したいことに合わせて使えるようにしてお

く。 

・新しく思いついたことや発見したことを共有できるように紹介して広めていく。 

・児童の表したいことに合わせて個別に声掛けを行い、発想を手助けし意欲を高めていく。 

・友達の参考作品を展示しておき発想を広げる手助けとする。 

 

 

 

 



福生市立福生第六小学校 

令和元年度  ３ 学年   体育 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○ルールを守って楽しく活動に取り組んでいる。 
○運動の仕方や作戦を工夫しながらゲームに参加する姿が見られる。 
△自分本位に振る舞ってしまったり、勝敗を素直に受け入れられなかったりする児童もい
る。 

△めあてを達成するために、自らの課題を振り返り、練習の仕方を工夫することが苦手で
ある。 

 

【課  題】 

１ 態度 
 （１）ルールを守ること。 
（２）勝敗を受け止めること。 
（３）できないことに対してあきらめないこと。 
２ めあてをもって、主体的に運動すること。 
３ 運動の仕方、ルールや作戦、練習を工夫すること。 
４ 友達と協力して課題を解決すること。 
 

 

【 

授 

業 
改 

善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

１ (１)ルールを分かりやすくしたり、掲示したりする。 

  (２)頑張りを認め合える機会をつくる。 

  (３)スモールステップを用意する。 

２ 情報機器を使ったり、ペアやグループで見合ったりすることで、自分の課題を明確にし、自分でめ

あてを立てられるようにする。 

３ 学習カードを工夫し、考えたことを書いたり、それを発表したりする時間をつくる。 

４ チームでの話し合いや練習の時間を設ける。 

実践する 

【単 元】 

単元名：タグラグビー            

指導時間：  8   時間   指導時期：  12 月頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

運動に進んで取り組み、きまりを守り誰とでも仲よく運動をしたり、勝敗を受け入れたり、友達の考え

を認めたりし、最後まで努力して運動をすること。 

単元における 

【具体策】 

・ルールを簡単にし、いつも確認できるよう掲示する。 

・みんなが楽しめるように規則を工夫できるようにする。 

・チーム全員が得点できるようなルールにする。 

・チームで作戦を立てる時間を確保する。 

・毎時間、学習カードで自分の動きや友達のよかったところを振り返るようにする。 

 

 



福生市立福生第六学校 

令和元年度 ４ 学年   国語 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○漢字テストを始め、事前の練習に主体的に取り組み、成果を挙げている。 
△反復の練習が効果的に表れず、知識として定着していない。 
△与えられた課題に対し、集中して取り組むことができない。 
○休み時間などを使って読書に取り組む姿を見ることができる。 
△文章を書く力に課題があり、書き初めに時間を要する。 
△主語述語の関係や接続詞の使い方が不適切であることが多い。 
△文章全体を見通して読解をしたり文を書いたりすることに難しさを感じる児童がいる。 

【課  題】 

１ 言語に対する興味・関心。 
２ 話の意図を捉えたり、適切に伝えたりすること。 
３ 文章の構想・構成。 
４ 論理的な読み取り。 
５ 語彙量。 
６ 主語・述語。 

 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

・ 視覚教材を使う。時事・身近な事柄を題材にし時間をかけ説明をする。 
・ 「発言の仕方」や「聞き方」を繰り返し確認し、活用の場を多くする。 
・ 作文や日記など毎日文章を書き使い方を定着させていく。 
・ 図書の時間を使い、色々な本にふれ、知識を多くし様々な分野からの見方を身に付け
させいろいろな考え方を増やし読み取りを深める。 

・ 国語辞典やタブレットを使い、内容を深める。 

実践する 

【単 元】 

単元名：  誰もが関わり合えるように                

指導時間：    １５  時間   指導時期：   ９・１０  月頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

めあての内容をを理解し、興味を持って活動することができる。 

単元における 

【具体策】 

・材料について調べたことを、図や表、写真を使って整理しまとめる。 

・資料や聞き取りからを基にグループで話し合い、説明する相手にわかりやすい資料をつくる。 

・資料や聞き取りからを基にグループで話し合い、説明する相手にわかりやすい言葉を選び文章をつく

る。 

・友達どうしで文章を読み、分かりやすかったところを伝え合う。 

 

 



福生市立福生第六小学校 

令和元年度  ４ 学年   算数 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

◯たし算・ひき算などの計算問題は、早く正確に解ける児童が多い。わり算の筆算も、かなり理解しで

きるようになってきた。 

〇分度器やコンパスを正しく使い、作図を正確にかくことができる児童が多い。 

○3年の東京ベーシックドリルの診断テストでは、「整数の加法」で 45％、「整数のわり算」で 40％の正

答率であった。 

△文章題では、立式できない児童が多く、式の意味理解が不十分である。 

△数学的活動に、意欲的に取り組む児童が多いが、活動だけを楽しんでしまう児童が多い。 

△自分の考えを、ノートに書いたり説明したりすることが苦手な児童が多い。また、図や表などを使っ

て、自分で考えてまとめることも苦手な児童が多い。 

△九九の習得が十分でない児童が少なくなく、九九の習熟の結果では、40％の正答率を示している。 

△3年の東京ベーシックドリルの診断テストでは、「式による表現」の正答率が 15％、「時刻と時間の単

位」が 13.8％で、数学的な考え方である問題を捉えて自ら解決する力に課題がある。 

【課  題】 

１ 児童の学力・見通しをもって考える力に差がある。 
 
２ 与えられた課題には意欲的に取り組むが自ら問題を解決しようという意欲が乏しい。 
 
３ 「対話的な学び」による深い学びの展開。 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

・複合図形の求積場面では、既習の長方形や正方形の求積方法を活用して、長方形を組み合わせた図形 

の面積として求め方を考えさせる。その際、見通しをもち、筋道立てて表現できるようにする。 

・複合面積の求積の場面で、加減計算を使って必要な面積をもとめられるよう考えさせる。友達と意見 

を交換し合い、対話的な学びの場として展開させる。 

実践する 

【単 元】 

単元名： 面積のはかり方と表し方    

指導時間：  11 時間   指導時期： 11 月 頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

・面積について、単位と測定の意味や、長方形や正方形の面積は計算によってもとめられることやその

求め方を理解し、面積についての量感を身につける。 

・面積について、量や乗法の学習をもとに、単位の何個分で数値化して表すことや、辺の長さを用いて

計算で求めることができる。 

・長方形、正方形の面積を、公式を用いて求めることができる。 

単元における 

【具体策】 

・面積を比較するときに、広さを数値化して比べることのよさに気付かせ、普遍単位を使って面積を表

せるようにする。 

・複合図形の求積の場面では、方眼紙にかいた図形も用意し、立式する際に見通しをもち筋道立てて、

多様な考えを交流し合い、よりよい方法を考えられるようにする。 

・面積の単位の相互関係は、桁数も大きく量感も育ちにくいため、それぞれの１辺の長さに着目させ単

位換算ができるようにする。１㎡、１a までは、実際の広さを体感させ、量感を育てる。 

・算数の学習で、初めて「公式」を扱うことになるが、単位となる正方形が何個あるかで面積を表す、

というそれまでの活動を基にすれば自分で導くことができる、という学習の過程を大切にする。 



 

福生市立福生第六小学校 

令和元年度 4学年  理科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○問題に対し、予想を立ててから実験に取り組んでいる。 
○実験を通して分かったことを自分の言葉でまとめている。 
○既習事項を生かして問題の予想を立てている。 
△科学用語の語彙力が低く、定着していない。 
（△既習事項の科学用語が定着していない。） 
△予想を立てた根拠を説明できない児童がいる。 
 

【課  題】 

１ 科学用語を適切に使い、現象を説明すること。 

２ 主体的に学習問題へ取り組むこと。 

３ 既習事項や生活経験といった根拠をもとに、仮説や予想を説明すること。 

【 

授 

業 

改 

善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

１予想を立てる際、既習事項が書いてあるノートを見返し活用する。 

２導入で児童が調べたいと思うことを生活の事象を踏まえ指導する。 

３個人の意見からグループで内容を深めるようにし、仮説がたたない場合、周りの意見から立てられる

ように補助する。 

 

実践する 

【単 元】 

単元名：    すがたを変える水              

指導時間：    ７  時間   指導時期：   ２  月頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

自然の事物・現象から見いだした問題について，既習の内容や生活経験

を基に，根拠のある予想や仮説を発想する。 

単元における 

【具体策】 

・タブレットや映像から水が姿を変えることを連想させる。 

・既習事項である「ものの温まり方」の学習を基に仮説の立て方や実験の方法を考えさせる。 

・実験を全員が経験し体験から理解を深める。 

 

 



福生市立福生第六学校 

令和元年度 ４学年  社会科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○校外学習などで、見たり聞いたりして学んだことをメモに残している。 
○疑問に思ったことを調べたり聞いたりしている。 
△社会がどのように動いているか、どのような生活をしているかといった社会的事象の知識
は増えつつあるが、深く追究せず、理解が浅い。 

△グラフなどのデータをもとに社会的事象について考えることが苦手である。 
△資料を読み取る力の差が大きい。 

【課  題】 

１ 社会的事象を自分事として学ぼうとする意欲。 

２ 社会的事象を深く考え、表現する力。 

３ 地図の理解。 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

１自分の身近な事象から内容を想像させ取り組む意欲を育てる。 

２図や資料をノートに記載させ、その内容を深く読み取れせ違いを感じさせる。 

３地名クイズなど麻衣さん当てゲームを行い楽しく理解を促す。 

実践する 

【単 元】 

単元名：      東京都の地図探検            

指導時間：   ５   時間   指導時期：   １１  月頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

・地名を覚える。 

・土地の高低差など地図の見方を生かして東京都の様子を読み取る。 

・資料から読み取ったことをグループで共有し、知識を深く理解する。 

単元における 

【具体策】 

・自分の身近な事象から内容を想像させ取り組む意欲を育てる。 

・図や資料をノートに記載させ、その内容を深く読み取れせ違いを感じさせる。 

・地名クイズ、名産当てゲームを行い楽しく理解を促す。 

・調べた内容をノートにグラフや資料を活用しまとめ既習事項や一つの資料として使えるようにする。 

 



福生市立福生第六学校 

令和元年度 ４ 学年   音楽 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○音楽を楽しみ、意欲的に歌ったり、合奏したりしようとしている 
○音楽にふさわしい演奏の仕方を工夫しようとしている 
○わからない児童や苦手な児童にやさしく声をかけ、教え合いができる 
△わからない、むずかしいと思った時は、すぐにあきらめてしまう児童もいる 
△自分中心で、周りと合わせることが苦手な児童がいる 
 

【課  題】 

 
１ 興味関心のバラつき 
 ・おもしろそうだと飛びつくが、深めていく過程で、すぐあきてしまうこと 
２ 音楽表現を考え、表現に対する思いや意図をもつこと 
  
３ 進んで音楽と関わり、協働して音楽活動をする楽しさを感じる 
 

 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

興味関心の持てる教材選択と提示 
物語のある音楽を扱い、表現の工夫がしやすくする 
国語の授業とも関連づけながら、登場人物の気持ちの変化を音楽で表す 

実践する 

【単 元】 

単元名： 曲の気分を感じ取ろう    

指導時間： １８ 時間   指導時期： ９～１０ 月頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

音楽表現を考え、表現に対する思いや意図をもつ 

進んで音楽に関わる 

単元における 

【具体策】 

・曲を聴いてどんな感じの曲かイメージを持たせる 

・大まかに曲を演奏し、登場人物の心の変化によって曲想が変わることをつかむ 

・細かく分けて気持ちの変化を確認しながら歌っていく 

・各自曲の気持ちの変化を「どんな気分で、どう表現したいか」をプリントに記入する 

・それぞれの思いを、付箋に書いて拡大楽譜にはり、全体の思いとして表現をまとめていく 

・拡大楽譜を見ながら全員で表現する（録音する） 

・思ったような表現になっていたか確認し、改善する 

・曲の気分を感じ取って演奏する 

 



福生市立福生第六小学校 

令和元年度  ４学年   図画工作科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○つくり出すことには意欲的な児童が多い。 

○絵や立体に表現することに興味関心の高い児童が多い。 

△基本的な道具の使い方を正しく習得できていない児童がいる。 

△自分の表現活動に対して自信をもてない児童がいる。 

△自分が何をすればいいのかわからず活動が止まってしまう児童がいる。 

△自己中心的で順番を待つことができない児童がいる。 

【課  題】 

・自分の表したいことに合わせて道具を選び正しく道具を使えること。 

・自信をもって表現活動に取り組むこと。 

・自分や友達の活動に関心をもち発想を広げること。 

・支持を理解して活動を行うことができること。 

・作品最後まで責任をもって完成させること。 

【 

授 
業 

改 

善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

・自分のやりたいことに合わせてどんな道具を使えばいいか個別に声掛けを行い、わかりやすい道具の

使い方を板書して掲示しておく。 

・自分の表現活動に自信がもてるように声かけを行っていく。 

・常時鑑賞を通して自他の表現活動に興味関心をもたせていき友達の発想のよいところを取り入れられ

るように紹介していく。 

・個別に声掛けを行い、指示を理解させ活動に取り組めるようにする。 

実践する 

【題 材】 

題材名： 見たこともない花   

指導時間： １２ 時間   指導時期： １０ 月頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

・自分の感覚や思いなどを基に、造形活動を自ら充実させ、自分らしく技能を働かせることができる。 

・自分の味方や感じ方を広げ、自分なりに対象や事象を味わうことができるようにする。 

・形や色などの視点に、比べたり、選んだり、つくりだしたりする。 

題材における 

【具体策】 

・いろいろな道具の使い方を紹介していき、わかりやすく掲示しておきいつでも確認できるようにしてお

く。 

・児童が興味関心をもてるような材料を紹介し、自分の表したいことに合わせて使えるようにしておく。 

・新しく思いついたことや発見したことを共有できるように紹介し広めていく。 

・児童の表したいことに合わせて個別に声掛けを行い、発想を手助けし意欲を高めていく。 

・友達の参考作品を展示しておき発想を広げる手助けとする。 

 

 



福生市立福生第    学校 

令和元年度 4学年   体育科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○活動に意欲的に取り組んでいる。 
△グループでの活動が円滑に進まない。 
△ルールを守らずにトラブルに発展する。 
△めあてに沿って学習することが苦手 
 

【課  題】 

１ 態度 
 （１）ルールを守ること。 
（２）勝敗を受け止めること。 
（３）できないことに対してあきらめないこと。 
２ めあてをもって、主体的に運動すること。 
３ 運動の仕方、ルールや作戦、練習を工夫すること。 
４ 友達と協力して課題を解決すること。 

 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

１ゲームの内容を事前に理解を図り、正しく行う。 

２相手のの勝敗を受け止め称えられるようお互いの技術を高める場をつくる。 

３めあてを理解し、できるようになるまでの過程を計画的に立て、周りと協力仕合ながら練習の工夫を

おこなわせる。 

３基礎基本をしっかりと定着させ、身に付いてきたら独自のルールをクラスで考えさせ行う。 

４ゲームの内容を理解させ目標をグループに持たせる。目標を達成できるよう基礎基本で習ったことを

応用し課題を解決する能力を養う。 

実践する 

【単 元】 

単元名：       ベースボール           

指導時間：    １０  時間   指導時期：   ９・１０  月頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

・仲間と協力して、練習やゲームに取り組もうとする力 

・単元の内容を理解するようわかりやすく伝え、それぞれが目的をもって活動する力をつける。 

・縄跳びや持久走などを活用し体力の向上を図る。 

単元における 

【具体策】 

・打つ・投げる・走る技術の連取する時間を多く取り、わかりやすいゲーム内容から楽しさとできる喜

びを味わさせる。 

・クラスによって、ゲーム内容を工夫して作成させ、正しく行うようにする。 

・勝ち負けに関わらず、相手チームをたたえ、楽しく活動できるようオリンピック、パラリンピック選

手などの動画や体育の教育番組を通じて理解を深める。 

・自分の演技をカメラで撮り、理解し工夫して取り組む環境をつくる。 

・グループ活動を行い、協力して目標を達成できる練習の時間を作り、ゲームを通してできた喜びを感

じさせる。 



福生市立福生第六小学校 

令和元年度  ５ 学年   国語 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○話の意図を捉えることについては、おおよその児童が理解し捉えられている。 
△漢字や言語の知識が少ない。また、興味関心が持てない児童もいる。 
△本や新聞などの内容を適切に要約することができない児童が多い。 
△目的や意図に応じて、各事柄を取集し、全体を見通して事柄を整理することに課題があ
る。 

△登場人物の相互関係や心情について、叙述を基に根拠をもって考えをまとめることに課
題がある。 

△基本的な文章構成の習熟が図れておらず、文章にまとまりがない。 
△文章の中で、主語と述語の関係をとらえられる児童は、半分程度である。 
 

【課  題】 

・言語に対する知識・理解 
・ 話の意図を捉えたり、適切に伝えたりすること。 
・ 文章の構想・構成 
・ 論理的な読み取り。 
・ 文章を書く力。 

・ 主語・述語。 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

・要約するときの目的を明確にし、分量や時間、元の文章の構成や表現の生かし方について指導を行

う。 

・目的や意図に応じて、事実と感想、意見などをそれぞれの記述の仕方について見本を示して指導を行

う。 

・筆者の考えや主人公の心情を考えさせるときに、必ずどの文章から読み取れるのかを考えさせる。 

・国語辞典を活用し、意味調べの時間を意図的につくる。 

実践する 

【単 元】 

単元名： 明日をつくるわたしたち         

指導時間： １４ 時間   指導時期： ９ 月頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

・自分の意図や互いの立場を明確にして計画的に話し合い、自分の考えを広げたりまとめたりする。 

・自分の意図が伝わる様に、話の内容を明確にし、事実と感想、意見を区別して話の構成を考える。 

・目的や意図に応じて適切な資料を集め、それらを分類したり関連付けたりして活用を図る。 

単元における 

【具体策】 

・互いの立場や意図をはっきりさせるために、自分が取り上げたい課題点について、話題・理由・現状

と問題点の順番で書かせ、話し合いをする基礎を作る。 

・グループ協議の進め方を学び、それぞれが出した課題点から班で一つにまとめるようにする。 

・事実と意見に分けて文章を構成することができるように、書く前に班で話し合いをし、事実と意見を

明確に分け、全員が共通認識をもって書き進められるようにする。 

・推敲を個人・班と二回することで、読み手を説得するためのより良い書き方について考えられるよう

にしていく。 

 

 



福生市立福生第六小学校 

令和元年度  ５ 学年   算数 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

◯日頃から、学習意欲の高い児童が多く、計算問題が早く正確に解ける児童が多い。 

○東京ベーシックドリルの診断テストでは、39.8％の正答率であった。 

〇東京都の学力調査では、「1/10にした数」の正答率が 78.1％、「倍の計算」の正答率が 78％で、数の

構成や倍の考え方は、約 8割の児童に定着しているといえる。 

〇東京都の学力調査では、「比例」の問題において、□と〇を使った式の正答率は低いものの、応用し

た考え方は 75.3％の正答率で、式を使わなくても別の方法を使って考える柔軟さがあるといえる。 

△東京都の学力調査では、「角度」の問題において、３直角より大きい角度を求める際、360－□の考え

方で求める問題において正答率は 21.9％であった。問題をしっかり分析する力は強いとは言えない。 

△数学的活動に、意欲的に取り組む児童が多いが、自分から考えたり、発表したりすることを苦手とす

る児童が多い。また、図や表などを使って考えることは、少しずつできるようになってきた。 

△1学期の評価テストの結果によると、数学的な思考と技能については、観点別の到達率が 70％以下の

児童の割合が約 50％で、知識・理解の約 16％と比べて多いことが分かる。 

 

【課  題】 

 
１ 児童の学力・見通しをもって考える力に差がある。 
２ 与えられた課題には意欲的に取り組むが自ら問題を解決しようという意欲が乏しい。 
３ 「対話的な学び」による深い学びの展開。 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

・異種の２量の割合としてとらえられる数量を数値化して表せば、２量を能率的に比べることができる

よさに気付かせ、図や表を使って自ら問題を解決しようとする意欲をもたせる。 

・測定の場面などにおいて、平均や単位量当たりの大きさを比べることの有用性をとらえられるという

見通しをもたせる。 

・単位量当たりの大きさをつかった問題を考える際、「対話的な学び」の取組をし、個々の深い学びに

つながるようにする。 

実践する 

【単 元】 

単元名： 単位量当たりの大きさ   

指導時間： 13  時間   指導時期：  11 月頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

・平均の意味を理解し、それを用いて計算で求め比較することができる。 

・異種の２量の割合としてとらえられる数量について、比べることの意味や比べ方、表し方を理解し、

それを用いて課題を解決する。 

単元における 

【具体策】 

・平均の考え方を理解させるために、積み木や水を使って「ならす」（均等配分）活動を取り入れ、「な

らす」という用語とを結びつける。 

・混み具合の比較をするときに、３つ以上のものを比較したり、いつでも比べられるようにしたりした

い、という必要感をもたせ、「単位量当たりの大きさ」を数値化することの有用性に気付かせる。 

・人口密度、仕事量、単価、収穫高などの様々な問題を用意し、個人の能力に応じて自力解決に取り組

ませる。 

 



福生市立福生第六小学校 

令和元年度  ５学年   理科授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

〇観察などに積極的に参加する児童が多い。 
△自分の考えをもち、周りの児童と共有し、考えを深めていくことに課題がある。 
△生活経験や既習事項を基に、仮説や予想を立てることが難しい。 
 
 

【課  題】 

１ 自分の考えをもち、主体的に学習問題へ取り組むこと。 

２ 自分の立てた仮説や予想をもとに、実験方法を発想し解決の見通しをもつこと。 

 

 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

〇意識的に、興味関心がもてるような導入を行い、児童の意欲を引き出す。 

〇仮説や予想を基に実験方法を発想させるために、生活経験や既習事項を想起させながら実験方法を考

えさせる。 

実践する 

【単 元】 

単元名：植物の実や種子のでき方 

指導時間： ８ 時間   指導時期：９月頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

自然の事物・現象から見いだした問題についての予想や仮説を基に，解

決の方法を発想する 

単元における 

【具体策】 

〇疑問や問題に対する自分の考えをもち、主体的に話し合いに参加する。 

〇仮説を実証するためにはどのような実験を行うとよいか、グループで考えさせる。条件制御を意識さ

せ、必ずノートに記述させる。 

 



福生市立福生第六小学校 

令和元年度  ５学年   社会 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

〇課題を解決するために、資料から読み取った内容をまとめ、社会的事象について考える

ことができる児童が多い。 

△都道府県名が曖昧であったり、地図の読み取りが苦手であったりする児童が多い。 

△比較・関連付けて読み取る力は 44.0％と低い。一つの資料の読み取りはできるが、二つ

以上の資料を比較して読み取る際には、着目すべき観点がわからず不正解になる児童

が多い。 

 

【課  題】 

１ 社会的事象を主体的に学ぼうとする意欲。 

２ 社会的事象を深く考え、表現する力。 

３ 課題に応じて資料を適切に読み取る力。 

４ 地図や地球儀による基本的な世界や国土の概要の理解。 

 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

・二つの資料を提示するときには、それぞれの資料の内容を理解させたうえで共通点や相

違点を比較するようにさせる。 

・地図帳を活用し、国や地域の名前と場所が一致するようにくり返し確認させる。 

実践する 

【単 元】 

単元名：  世界とつながる日本の工業                

指導時間：  ５ 時間   指導時期：  １２ 月頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

・二つの資料を読み取り、相違点を探す技能 

単元における 

【具体策】 

・自動車の輸出入に関する表やグラフを比べることで、日本の自動車の主な輸出先 

や輸出台数と海外生産台数の変化について読み取らせる。 

・自動車以外の輸出入に関するグラフに関心をもち、世界の様々な国と貿易をして

いることを理解し、グラフを読み取り、日本の貿易の特色を考えさせる。 

 



福生市立福生第六小学校 

令和元年度  ５ 学年   音楽 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○音楽を楽しみ、意欲的に歌ったり、合奏しようとしている 
○正しい発声に気を付けながら、歌唱したり、正しい奏法に気を付けながら楽器の演
奏を心がけている 

○周りの音を聴きながら合わせて演奏しようとしている 
△わからない、むずかしいと思った時は、すぐにあきらめてしまう児童もいる 
△自分中心で、周りと合わせることが苦手な児童がいる 
 
 

【課  題】 

１ 興味関心のバラつき 
 ・おもしろそうだと飛びつくが、深めていく過程で、すぐあきてしまうこと 
２ 音楽表現を考え、表現に対する思いや意図をもつこと 
  
３ 主体的に音楽と関わり、協働して音楽活動をする楽しさを味わう  

 

【 

授 

業 

改 

善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

興味のわく教材の選択 
授業の流れの明確化 
付箋による各自の表現に対する思いや意図の発表 
グループ学習により、協働して音楽を作り上げる体験の積み重ね 
 

実践する 

【単 元】 

単元名： 心を込めて表現しよう      

指導時間：  １５  時間   指導時期：  ９～１０ 月頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

音楽表現を考えて表現に対する思いや意図をもたせる 

主体的に音楽と関わる 

単元における 

【具体策】 

・合奏にむけて、自分のやりたい楽器を選択し楽器練習（個人） 

・楽器練習（楽器ごと）互いに演奏の仕方を工夫し、より良い演奏に仕上げていく 

・全体で合わせた時の各楽器の役割を考える（主旋律・対旋律・ベース・かざり・

リズム等） 

・自分が主役の時と脇役の時の演奏の仕方を工夫する 

・全体で合わせて思い通りの演奏になっているか録音して確かめる 

・確かめた後、改善点を確認し、練習して直していく 

・自分たちの思いや意図が伝わる表現になっていたか確認する 

・心を込めて演奏する 



 

福生市立福生第六小学校 

令和元年度  ５学年   図画工作科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○つくり出すことには意欲的な児童が多い。 

○絵や立体に表現することに興味関心の高い児童が多い。 

△基本的な道具の使い方を正しく習得できていない児童がいる。 

△自分の表現活動に対して自信をもてない児童がいる。 

△自分が何をすればいいのかわからず活動が止まってしまう児童がいる。 

【課  題】 

・自分の表したいことに合わせて道具を選び正しく道具を使えること。 

・自信をもって表現活動に取り組むこと。 

・自分や友達の活動に関心をもち発想を広げること。 

・支持を理解して活動を行うことができること。 

・作品最後まで責任をもって完成させること。 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

・自分のやりたいことに合わせてどんな道具を使えばいいか個別に声掛けを行い、わかりやすい道具の

使い方を板書して掲示しておく。 

・自分の表現活動に自信がもてるように声かけを行っていく。 

・常時鑑賞を通して自他の表現活動に興味関心をもたせていき友達の発想のよいところを取り入れられ

るように紹介していく。 

実践する 

【題 材】 

題材名： 色を重ねて   

指導時間： ８ 時間   指導時期： １１ 月頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

・自分の感覚や思い、これまでの経験などを基に、造形活動を自ら充実させ、自分らしく技能を働かせ

ることができる。 

・作品をつくったり見たりするときなどに、よさや美しさなどを感じ取ったり味わったりし、自分の味

方や感じ方お深め、自分なりに対象や事象を味わうことができる。 

・形や色などを視点に、比べたり、選んだり、つくりだしたりする。 

題材における 

【具体策】 

・いろいろな道具の使い方を紹介していき、わかりやすく掲示しておきいつでも確認できるようにしてお

く。 

・児童が興味関心をもてるような材料を紹介し、自分の表したいことに合わせて使えるようにしておく。 

・新しく思いついたことや発見したことを共有できるように紹介し広めていく。 

・児童の表したいことに合わせて個別に声掛けを行い、発想を手助けし意欲を高めていく。 

・友達の参考作品を展示しておき発想を広げる手助けとする。 

 



福生市立福生第六小学校 

令和元年度  ５学年   家庭科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

〇家庭科の調理実習への興味・関心が高く、計画段階から積極的に活動する児童が
多い。 

〇調理実習で学習した内容を家庭で実践する児童が多い。 

○裁縫の計画に置いて、目的に応じてデザインを創意工夫することができた。 

△玉結びや玉止めなど、簡単にできる児童がいる一方で何度も失敗してしまい諦め
てしまう児童がいる。 

△調理実習では、メインの活動には積極的に参加するが、後片付けになると人任せ
になってしまう児童がいる。 

 

 

【課  題】 

１ 学習した内容と日常生活を関連付けること。 
 
２ 意欲の継続。 
 
３ 生活と学習上の課題を見付け、自分の力で解決しようとすること。 
 
４ 基本的な知識を身に付けることができるが、実践力に個人差が見られること。 

 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

・見通しをもった学習活動の設定 

・スモールステップで着実に知識を身に付けられるようにする 

実践する 

【単 元】 

単元名：    わくわくミシン              

指導時間：   11   時間   指導時期： 11 月頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

ミシンを安全に操作し、直線縫いができる技能 

エプロンをつくる作成計画を立てて、オリジナルのエプロンを作ろうとする創意工

夫 

単元における 

【具体策】 

・ミシンを安全に使うための約束を、毎時間確認する。 

・練習布を使い、から縫い、直線縫い、返し縫いの練習を行う。 

・自分の身長に合わせて、エプロンの長さを変えたり、飾りを付けたりすること

で、オリジナルのエプロンを作るように促す。 

 



福生市立福生第六小学校 

令和元年度 ５学年   体育 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

〇学習規律を守り、グループで協力して取り組もうとする児童が多い。 
〇ボール運動では、勝つためにどうすればよいかチームで考えることができる。 
△自分たちが立てた作戦や結果の振り返りを口頭ではできるが、振り返りカード等にまとめ
ることが苦手である。 

△自分の立てためあてに対して、どのような工夫や改善をすればいいのか具体的に表す
ことが苦手である。 

 

【課  題】 

１ 態度 
 （１）ルールを守ること。 
（２）勝敗だけでなく、お互いのよかったことを認めあうこと。 
（３）できないことに対してあきらめないこと。 
２ めあてをもって、主体的に運動すること。 
３ 運動の仕方、ルールや作戦、練習を工夫すること。 
４ 友達と協力して課題を解決すること。 

 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

・学習の始めに、自分でたてためあてと達成の手立ての確認をする時間を設ける。 

・学習の終わりに、めあてに対しての振り返りと改善策を考える時間を設ける。 

・児童同士で具体的にアドバイスできるように、ＩＣＴ機器を使って様子を撮影して確認をする。 

実践する 

【単 元】 

単元名： 跳び箱運動                 

指導時間：  ６ 時間   指導時期：  １１ 月頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

切り返し系・回転系の基本的な技を安定して行う技術 

ＩＣＴ機器を活用して、自己の課題を見つけ解決方法を考える思考力 

単元における 

【具体策】 

自分ができる技を復習して、スモールステップで次の技に挑戦させる。 

回転系の技を練習するときには、周りに補助をつけて練習をさせる。 

グループごとにＩＣＴ機器を使い、できている児童とできていない児童を比較することで 

技を完成させるためのポイントを見つけさせる 

 



福生市立福生第六小学校 

令和元年度  ６ 学年   国語 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○言語に対しての興味関心については、個人差が大きい。 
○話の意図を捉えることについては、おおよその児童が理解し捉えられている。 
○登場人物の心情について、感想をもったり自分に置き換えて読んだりする児童が多い。 
○説明文の要旨を読みとることのできる児童は多い。 
△文章の構想・構成については、型を提示すると型通りに記述することができるが、工夫し
た文章作りについては課題がある。文章を書くことに苦手意識をもっている児童が多い 

△習得した語彙が少なく、辞書で分からない言葉を調べる機会が多い。 
△文章の中で、主語と述語の関係をとらえられる児童は、２/３程度である。 

△物語の内容を要約し伝えることができる児童は少ない。 
 

【課  題】 

１ 言語に対する興味・関心。 
２ 話の意図を捉えたり、適切に伝えたりすること。 
３ 文章の構想・構成 
４ 論理的な読み取り。 
５ 語彙量。 

６ 主語・述語。 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

・資料となる例文を読み、自分なりの意見や感想をもたせるために、考える視点を
与える。 

・各自の感想や意見を伝え合い、共通点や相違点を考えさせることで自分の考えを
広げるための活動を設定する。 

実践する 

【単 元】 

単元名：未来がよりよくあるために 

指導時間：１１時間   指導時期：９月頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

・自分の意図や互いの立場を明確にして計画的に話し合い、自分の考えを広げたりまとめたりする。 

・自分の意図が伝わる様に、話の内容を明確にし、事実と感想、意見を区別して話の構成を考える。 

・目的や意図に応じて適切な資料を集め、それらを分類したり関連付けたりして活用を図る。 

単元における 

【具体策】 

・情報と情報との関係付けの仕方、図などによる語句と語句との関係の表し方を理

解させ、自分の意見や考えを視覚的に分類・整理させ、自分の立場や意図を明確

にさせる。 

・自分の考えを広げたり深めたりするために、自分の立場や意図を伝える際には

「事実と意見を区別して話すこと」、友達の考えを聞く際には「共通点（どこま

では同じ考えなのか）と相違点を明確にしながら聞くこと」を押さえる。 

・例文や既習の教材を資料とし、それらの構成の特徴を捉え、分かりやすい意見文

について、その条件を考え、話し合い、全体で共有する活動を設定する。 

 



福生市立福生第六小学校 

令和元年度  ６ 学年   算数 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

◯課題に対して意欲的に、真面目に最後まで取り組む児童が多い。 

○東京ベーシックドリルの診断テストでは、「小数の表し方」で 72.5％、「分数の加法」で 70％の正答率であっ

た。 

△数学的活動に意欲的に取り組む児童が多いが、自分から考えたり、発表したりすることを苦手とする児童が多

い。また、図や表などを使ってまとめることも苦手な児童が多い。 

△東京ベーシックドリルの診断テストでは、「□、△などを用いた式」の正答率が 12.5％で、「角の大きさ」の

正答率が 23.8％で、「図形」の分野の正答率の平均が 28.2％となっており、図形の特徴をとらえたり作図をし

たりすることに課題がある。 

△「児童・生徒の学力向上を図るための調査」では、「数量関係」の領域での正答率が 75.8％、「数量や図形に

おいての技能」での正答率が 68.2％であるのに対し、「数学的な考え方」の正答率は 54.5％と低かった。ま

た、選択式の問題の正答率が 74.5％なのに対し、記述式の問題の正答率は 37.1％と低いことから、計算や作

図等は比較的理解しているものの、読解を必要とする文章問題などに課題があることが分かる。 

【課  題】 

 
１ 児童の学力・見通しをもって考える力に差がある。 
 
２ 与えられた課題には意欲的に取り組むが自ら問題を解決しようという意欲が乏しい。 
 
３ 「対話的な学び」による深い学びの展開。 

【 
授 
業 

改 

善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

・表やグラフを基に比例や反比例の関係について「変化のきまり」や「「対応のきまり」を考察し、関数的に考

え、自ら問題を解決しようとする意欲をもたせること。 

・２つの数量の対応している値の商に着目させ、5 年生までの「比例」の学習を想起させるとともに、２つの数

量の関係を式に表し、活用できるようにすること。 

・厳密には「比例」の関係かどうか分からない日常の場面を「比例」の関係とみることによって手ぎわよく問題

を解決できる場面を扱い「比例」の関係を比例の関係を活用することのよさを味わわせる。 

実践する 

【単 元】 

単元名： 比例と反比例   

指導時間： 16 時間   指導時期： 10 月～11 月 頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・ 

  能力】 

・比例や反比例の意味や性質、表やグラフの特徴について理解する。 

・比例の関係を表や式、グラフに表し、特徴を一般化してとらえ、身の回りから比例の関係にある２つの数量を

見いだして、問題の解決に活用する。 

・比例や反比例の関係にある２つの数量の関係を式、表やグラフに表すことができる。 

単元におけ

る 

【具体策】 

・具体的な表を基にしながら変化の様子について調べさせる。まずは単位分数倍について実際に調べ、その後、

２つの数量の変化の様子が分数倍になる場合についても考察させ、一般化して考えられるようにさせる。 

・グラフから読み取ったりグラフをいたりする活動を通して、原点を通る直線であることを確かめたり、グラフ

からｘやｙの値を求めたり、２本の直線のグラフから様々な具体的な場面を読み取ったりさせる。 

・表やグラフを基に「変化のきまり」や「対応のきまり」を考察し、関数的に考える力を伸ばす。 

・比例という視点をもって、これまでに学習した乗除の場面を見直すことや、比例とみて日常生活の問題を解決

できることに気付かせる。 



福生市立福生第六小学校 

令和元年度 6学年   理科  授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○2つの事象から違いをみつけ、学習問題を設定できる。 
○観察・実験には、意欲的に取り組めている。 
○根拠をもった仮説が設定できる。 
△ノートを見ながら、実験方法を確認しながら実験に取り組むことは、個人差がみられる。 
△実験の結果から考察し、結論を導き出すことに個人差がみられる。 
△クラスで結論を自力で導ける児童は、半数程度である。 
 

【課  題】 

１ 科学用語を適切に使い、現象を説明すること。 

２ 主体的に学習問題へ取り組むこと。 

３ 複数の結果や自分が既にもっている考えを検討し、より科学的なものに変容させること 

 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

・多数の結果から、結論を導く場面をつくる。 

・考察する場面で、話し合いを入れ、他者の意見や考えから、自分の考えを検討する場面を

つくる。 

実践する 

【単 元】 

単元名： 電気の性質とその利用    

指導時間：  １２  時間   指導時期：  ２  月頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

自然の事物・現象から見いだした問題について追究し，より妥当な考え

をつくりだす 

単元における 

【具体策】 

・モーター、豆電球、LED、電子オルゴールといった様々な電気を利用する製品の

電流の強さを比較する活動を通じて、電流の強さの違いを通じて使用電流量をも

とに結論を導かせる。 

結果の処理にあたり、予想や仮説を比較させ、一致したかしていないかだけにと

どまらず、一致しなかった場合は何が原因かまで追究させ結論を導かせる。 

・複数班の結果を踏まえ、共通点や差異点から決まりをみつけ結論を導かせる。そ

の時には、多様な意見を聞き、自分のもっている考えと比較させ、結論をより科

学的なものとして導けるようにする。 

 



福生市立福生第六小学校 

令和元年度 ６学年  社会科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○歴史的事象の背景・影響・事象同士のつながりに対する関心は高い。 
○歴史的事象を現代の生活と比較・関連付けながらとらえようとすることができる。 
○歴史上の人物の意図を読み取る一方で、当時の国民の気持ちについても考えることが
できる児童も 2／3程度いる。 

△資料（文書や分布図）を活用して歴史的事象の根拠を深く読み取ることが苦手である。 
△年号と歴史的事象を正しく結び付けて理解することが苦手である。 
△地図上で歴史的事象の位置を正しく答えられない児童が半数近くいる。 
 
 

【課  題】 

１ 社会的事象を自分事として学ぼうとする意欲。 

２ 社会的事象を深く考え、表現する力。 

３ 資料を適切に読み取る力。 

４ 地図や年表の理解。 

 

【 
授 
業 

改 

善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

・学習のめあてに即した資料を精選する。 
・資料活用の観点を示して、「読み取らせたいポイント」をつかませる。 

実践する 

【単 元】 

小単元名：新しい文化と学問 

指導時間：５時間   指導時期：９月頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

・地図や統計、年表などの各種の基礎的資料を通して、情報を適切に調べまと

めることができる技能 

単元における 

【具体策】 

・浮世絵（絵画資料）を資料として、以下のことを読み取らせる。 

①木版画の技術により大量生産が可能になった→多くの人々に普及して親しまれていた。

②そこに描かれた内容から→歌舞伎の作品が多く演じられ多くの人気を博していた。 

→庶民の生活の様子や、あこがれの景勝地に訪れることを楽し 

 みにしていた。     

・全国を結ぶ交通網の地図を資料として、以下のことを読み取らせる。 

 ①五街道を中心に陸路が整備された→各地の交流が盛んになった、どの道も江戸につなが 

っている。現在も主要な道路して使われている。 

 ②北前船や航路の開発で海上交通も発展した→遠くの産物も運ぶことができるようになっ 

た。海に近い地域が商売で栄えた。 

 



福生市立福生第    学校 

令和元年度 ６ 学年   音楽 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○音楽を楽しみ、意欲的に歌ったり、合奏しようとしている 
○正しい発声に気を付けながら、歌唱したり、正しい奏法に気を付けながら楽器の演
奏を心がけている 

○周りの音を聴きながら合わせて演奏しようとしている 
△わからない、むずかしいと思った時は、すぐにあきらめてしまう児童もいる 
△自分中心で、周りと合わせることが苦手な児童がいる 
 

【課  題】 

 
１ 興味関心のバラつき 
 ・おもしろそうだと飛びつくが、深めていく過程で、すぐあきてしまうこと 
２ 音楽表現を考え、表現に対する思いや意図をもつこと 
  
３ 主体的に音楽と関わり、協働して音楽活動をする楽しさを味わう  
 

 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

興味のわく教材の選択 
授業の流れの明確化 
付箋による各自の表現に対する思いや意図の発表 
グループ学習により、協働して音楽を作り上げる体験の積み重ね 
 

実践する 

【単 元】 

単元名： 心を込めて表現しよう            

指導時間：  １５ 時間   指導時期：  ９～１０ 月頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

音楽表現を考えて表現に対する思いや意図をもたせる 

主体的に音楽と関わる 

単元における 

【具体策】 

・合奏にむけて、自分のやりたい楽器を選択し楽器練習（個人） 

・楽器練習（楽器ごと）互いに演奏の仕方を工夫し、より良い演奏に仕上げていく 

・全体で合わせた時の各楽器の役割を考える（主旋律・対旋律・ベース・かざり・リズム等） 

・自分が主役の時と脇役の時の演奏の仕方を工夫する 

・全体で合わせて思い通りの演奏になっているか録音して確かめる 

・確かめた後、改善点を確認し、練習して直していく 

・自分たちの思いや意図が伝わる表現になっていたか確認する 

・心を込めて演奏する 

 



福生市立福生第六小学校 

令和元年度  ６学年   図画工作科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○つくり出すことには意欲的な児童が多い。 

○絵や立体に表現することに興味関心の高い児童が多い。 

△基本的な道具の使い方を正しく習得できていない児童がいる。 

△自分の表現活動に対して自信をもてない児童がいる。 

△自分が何をすればいいのかわからず活動が止まってしまう児童がいる。 

【課  題】 

・自分の表したいことに合わせて道具を選び正しく道具を使えること。 

・自信をもって表現活動に取り組むこと。 

・自分や友達の活動に関心をもち発想を広げること。 

・支持を理解して活動を行うことができないこと。 

・作品最後まで責任をもって完成させること。 

【 

授 
業 

改 

善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

・自分のやりたいことに合わせてどんな道具を使えばいいか個別に声掛けを行い、わかりやすい道具の

使い方を板書して掲示しておく。 

・自分の表現活動に自信がもてるように声かけを行っていく。 

・常時鑑賞を通して自他の表現活動に興味関心をもたせていき友達の発想のよいところを取り入れられ

るように紹介していく。 

実践する 

【題 材】 

題材名： かがやく自分   

指導時間： １２ 時間   指導時期： ７ 月頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

・自分の感覚や思い、これまでの経験などを基に、造形活動を自ら充実させ、自分らしく技能を働かせ

ることができる。 

・作品をつくったり見たりするときなどに、よさや美しさなどを感じ取ったり味わったりし、自分の味

方や感じ方お深め、自分なりに対象や事象を味わうことができる。 

・形や色などを視点に、比べたり、選んだり、つくりだしたりする。 

題材における 

【具体策】 

・いろいろな道具の使い方を紹介していき、わかりやすく掲示しておきいつでも確認できるようにして

おく。 

・児童が興味関心をもてるような材料を紹介し、自分の表したいことに合わせて使えるようにしてお

く。 

・新しく思いついたことや発見したことを共有できるように紹介し広めていく。 

・児童の表したいことに合わせて個別に声掛けを行い、発想を手助けし意欲を高めていく。 

・友達の参考作品を展示しておき発想を広げる手助けとする。 

 

 



福生市立福生第六小学校 

令和元年度 ６学年  家庭科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○調理実習など、活動に対しては意欲的に取り組めている。 

○友達と協力して、衛生面や効率性を考えながら工夫して活動しようとする児童が
多い。 

○学習したことを踏まえ、半数の児童が自分の生活を改善しようとする態度はみら
れる。 

△器具の名称や使い方、快適な住まい方の工夫、栄養バランス等の知識面には、課
題がのこる。 

△手先が器用でない児童が多い。家庭でのお手伝いをしていない経験不足に下人が
あると思われる。 

 

 

 

【課  題】 

１ 学習した内容と日常生活を関連付けること。 
２ 意欲の継続。 
３ 生活と学習上の課題を見付け、自分の力で解決しようとすること。 

４ 基本的な知識を身に付けることができるが、実践力に個人差が見られること。 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

・衣、食、住における基本事項は、毎時の授業で確認できるように掲示する。 

・自分の家庭での内容を調べる活動を設定する。 

・考える観点や、考え方の流れを予め押さえてから学習活動に取り組ませる。 

実践する 

【単 元】 

単元名：くふうしよう おいしい食事  

指導時間：１２時間   指導時期：１０月頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

・食品の栄養的な特徴が分かり、料理や食品を組み合わせて摂る必要があることを

理解する。 

・１食分の献立について栄養のバランスを考え、工夫する。 

単元における 

【具体策】 

・給食の献立や、レストランのセットメニュー、定食等を資料として、「主食・おかず・汁

物」に分類させる。 

・自分の家庭での献立（一日分）を記録し、それらを「主食・おかず・汁物」の観点及び、

栄養バランスの観点で調べ、適切な点と、改善点を考えさせる。 

・初めに主食を設定し、そこから、それに見合い且つ栄養バランスの摂れた献立を考えさせ

る。計画に基づき、調理実習の計画を立て、実践させて振り返らせる。 

 



福生市立福生第六小学校 

令和元年度 ６学年  体育科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○学習の規律を守り、準備や片付けも協力して取り組む児童が多い。 
○授業に関する注意事項を守って、安全に運動しようとする児童が多い。 
△めあてを設定し、それに向かって、工夫や改善を考えながら運動をすることは苦手であ
る。 

△自分の動きやチームの作戦等を振り返り、カード等にまとめることが苦手である。 
△体育に関して苦手意識をもっている児童の意欲が低い。また、得意な児童が苦手な児
童に教える際の教え方に課題が残る。 

 

【課  題】 

１ 態度 
 （１）ルールを守ること。 
（２）勝敗を受け止めること。 
（３）できないことに対してあきらめないこと。 
２ めあてをもって、主体的に運動すること。 
３ 運動の仕方、ルールや作戦、練習を工夫すること。 
４ 友達と協力して課題を解決すること。 

 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

具体的な 

【改善策】 

・「踏切位置、助走、空中姿勢、着地」と動きを細分化してとらえ、それぞれの動
きの中で、自分の課題とめあてを考えさせる。 

・毎時間の振り返りをする際に、その時間での変容から、次時のめあてや取組内容
も考えさせる。 

実践する 

【単 元】 

単元名：陸上運動（走り高跳び） 

指導時間：６時間   指導時期：１０月頃 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

・リズミカルな助走（５歩～７歩）から踏み切って跳ぶ。 

・自己の能力に応じた課題解決の仕方、記録への挑戦を工夫し、自己や仲間の考え

たことを書き表す。 

・約束を守り助け合って運動したり、仲間の考えや取組を認めたり、場や用具の安

全に気を配ったりする。 

単元における 

【具体策】 

・０歩目の足の位置を確実につくってから助走させる。 

・足の裏全体で力強く踏切らせると同時に、腕も下から上へ力強く振り上げさせる。 

・つま先で振り上げた手の平を蹴るつもりで高く上げさせる。 

・安全に着地させるために、バーの中央付近で跳ぶことと、足の裏で着地することを徹底さ

せる。 

・授業の導入時に、前の時間の学習カードの記述から全体に参考になる内容を紹介する。 

・今までの自分の取組が分かるように、１枚のカードに記録の折れ線グラフと、毎時の記録

や振り返りを記録していくカードを使用する。 



 


