
児童・生徒の学習状況分析 評価・検証方法、目標値
更に工夫したい点 評価（◎、〇、●）

・ひらがなの定着が不十分である。
(似た形の間違えや鏡文字など)

・繰り返し練習をし、丁寧に書いたり、形を捉
えたりする。文字探しやクロスワードなど、楽
しみながら文字に触れる機会を増やす。

◎ワークシートで確認・チェックする。
（２学期中平均８０％）

・音読をする際、読み飛ばしや読み間違いのあ
る児童が２０％以上いる。

・文章を指で押さえながら、範読を聞いたり、
音読をしたりする。

◎繰り返し練習をし、正確に読めるかチェック
をする。（２学期中８０％達成）

・文章題を解く際、たし算かひき算か混同して
しまう児童が多い。

・文章題中心のプリントを用意し、“あわせ
て”や“のこりは”など、和を求めるのか残を
求めるのかが分かる言葉に線を引かせてから、
立式する。

◎小テスト、プリント、発言で確認・チェック
する。（２学期中平均８０％）

・１０の数の構成理解が難しく、１０までのた
し算・ひき算がスムーズにできない児童が１
０％以上いる。

・フラッシュカードや計算カードを使い、数に
親しむ経験を積む。また、語呂合わせなどで耳
でも覚えられるようにする。
・視覚的に数を捉えられるように、具体物を操
作する活動を意識的に取り入れる。

◎小テストで確認・チェックする。
（２学期中平均８０％）

・自分の育てている植物に対し、愛着をもって
いる児童が多い。

・観察やお世話をする時間を継続的に設け、成
長の様子や変化が分かるようにする。成長を一
緒に喜ぶ経験を積んでいく。

◎行動、観察カード、発言などで評価する。
（２学期中平均８０％）

・自然と関わる機会が少ない。 ・学校農園や校庭を探検する活動を取り入れ、
虫を探したり季節ごとの植物を観察したりす
る。

◎学期に１度以上は農園へ行く計画を立てる。

・授業中の意欲・関心は高いが、リズムや鍵盤
などの技能面にはかなりの個人差がある。

・基礎練習や鍵盤を指で押すだけの練習を繰り
返し行い、個別指導の徹底を行う。

◯教科書と鍵盤ワークを活用し、個別に習熟度
を確認する。（各学期３曲以上６０％）

・表現活動では、自分の思いや考えを友達に伝
える力を身に付けさせたい。

・リズム遊びやわらべ歌などを取り入れ、身体
表現（できる範囲）の活動を多く取り入れなが
ら、表現力を付ける。

◯児童の活動や準備、練習の仕方を観察し評価
する。
　(２時間に１回表現活動を1曲以上６０％)

・図工の時間を楽しんでいる児童が多い。作り
たいものを考えながら作ることに楽しさ御感じ
ている。

・絵画・工作・粘土・造形遊びを通して、物を
作ることの喜びを一層伝えていく。

◯題材ごとの感想カード・授業中の児童観察
で、確認する。（各題材ごとに１回７０％）

・はさみ・のり・セロテープ・水彩絵の具等の
使い方に習熟していない児童が若干見受けられ
る。

・話して、書いて、やって見せて、聞いて、手
伝うを繰り返し習熟を目指す。

◎題材ごとの感想カードの難易度評価を基に児
童観察とともに確認する。（各題材ごとに７
０％）
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・活動に楽しく参加することはできるが、技能
面で個人差が見られる。

・指導のポイントを動画や拡大掲示などを使っ
て、視覚的に分かりやすくして、指導する

◯単元ごとの学習カード、行動観察で評価す
る。（単元ごと、７０％）

・柔軟性を養う動きを苦手とする児童が多い。 ・柔軟体操やストレッチをたくさん取り入れ、
普段から外遊び等を通して、体を動かすように
する。

◯準備運動の仕方、正確さの行動観察で、評価
する。（毎時間ごと、７０％）

・生活経験に差が見られ、善悪の判断など、基
本的な考え方にかなりの個人差が見られる。

・発問を精選して授業を行う。
・全教科を通して、道徳的価値の指導をする。

◎発言、発表、ワークシートなどで評価する。
（２学期中、毎授業ごと７０％）

・中心発問などの文章理解や経験値に個人差が
見られる。

・発問を精選して授業を行う。
・掲示物、板書を工夫する。
・劇化などを取り入れ、より身近に感じさせ、
理解しやすくする。

◎発言、発表、ワークシートなどで評価する。
（２学期中、毎授業ごと７０％）
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児童・生徒の学習状況分析 評価・検証方法、目標値
更に工夫したい点 評価（◎、〇、●）

・平仮名やカタカナ、漢字の形を捉えたり、正
確に書いたりすることが苦手な児童がいる。

・拡大したり、書き順を色別で表したり、ＩＣ
Ｔを利用したりして、個別に丁寧に指導する。
・小テストを繰り返し行い、既習の漢字の定着
を図る。

◎小テストで確認・チェックする。
（２学期中平均８０％）

・文章を順序立てて書くことが苦手な児童が多
い。また、文章を書くことに対し苦手意識のあ
る児童がいる。

・文章の初め・中・終わりの構成を意識できるよ
う、メモを活用しながら文章を組み立てるように
する。
・文章を書くことへの抵抗を軽減できるように、
継続的に振り返りをさせ、日記、詩、俳句を書か
せ、文章だけでなく絵もかかせるようにする。

◯作文や日記、日々の授業で見取る。
（２学期中　絵日記：行事１回以上、朝学習：
週1回は文章を書く練習をする。）

・１０の分解や合成が苦手な児童が多く、計算
に時間がかかったり、誤答してしまったりする
ことが多い。

・授業の始めや終わりの時間に、復習問題を解
いたりや計算カードを使ったり、繰り返し基礎
的な計算に慣れさせるようにする。

◯小テストや確認プリント、宿題、日々の授業
で見取る。
(月に２回程度)

・文章問題が苦手で、演算決定で間違える児童
が多い。

・立式に必要な数字に線や丸を付けたり、たし
算・ひき算だと分かる言葉に線を引いたりし
て、演算決定や立式を正確にできるようにす
る。

◯文章問題に取り組む際に必ず実施し、教科書
やプリント、ノートで学習状況をチェックす
る。
（２学期中単元ごと４回以上）

生
活

・自然に触れる機会が少なく、思ったことや感
じたことを表現するのが苦手な児童が多い。

・栽培・飼育体験をさせるために、年間を通じ
て、計画的に取り組む。視覚・嗅覚・触覚な
ど、国語で学習したことを想起させながら実際
に感じた事を表現させ、全体で共有する。（学
校農園、教室内での飼育・栽培など）

◎授業の発言、観察用のワークシートをチェッ
クする。
（２学期中単元ごと２回以上）

・歌唱活動やリズムの学習では、「拍」への認
識が弱く、友達と合わせて演奏できない活動が
いる。

・リズム遊びや「わらべうた」などを常時活動
として取り入れ、拍感を養っていく。

◎授業中の行動観察で確認する。
（各題材ごとに８０％）

・音楽表現の活動では、自分の思いや考えを
もったり、それを友達に伝えたりすることが苦
手な児童がいる。

・曲を聴いて、感じたことや友達と共有し合う
時間を設け、自分の意見を伝えたり友達の意見
を聞き合ったりする活動を多く取り入れるよう
にする。

◎授業中の行動観察や鑑賞カードで確認する。
（各題材ごとに７０％）
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・表現することに興味をもっているが、うまく
表現できない児童がいる。

・事前に簡単な活動を取り入れたり、作品のモ
デルを示して活動への見通しをもたせる。

◎児童の行動観察や鑑賞カードで楽しいと感じ
る児童を把握する。
（各題材で８０％）

・自分のアイデアのよさや友人の作品のよさを
見付けて、互いに高め合うことができるよう
なってきている。

・友人のアイデアのよさや作品の楽しさを、互
いに干渉し合うことを通して、様々な児童の思
いに気が付くようにしていく。

◯毎時間の児童の様子から評価する。
（毎時間ごと７０％）

・勝敗にこだわってしまい、協力して楽しく活
動をすることが苦手な児童がいる。

・友達のよい動きや、自身の努力や工夫を学習
カードに書いたり、学級内で発表したりする場
を設け、友達と相談しながら楽しく取り組める
ようにする。

◯学習カード、行動観察などで評価する。
（2学期中単元ごと８０％）

・協力して活動に取り組めない児童がいる。 ・ペアやグループで見合う、作戦や工夫を考え
たる、教え合うといった活動を取り入れてい
く。

●学習カードに振り返りを記入させる。
（単元ごと　８０％以上）

特
別
の
教
科
　
道
徳

・自分の考えをもつことはできても、自分の考
えに自信がなく、特定の児童ばかりが発言して
しまいがちである。

・ワークシートを活用し、自分の考えを自由に
表現できるようにする。(毎時間)
・板書を工夫する。（毎時間）
・役割演技を取り入れたり、ペア、グループで
話し合いをさせたりして、具体的に考えを表現
できる場を設けるようにする。

◎ワークシート、発表などで評価する。
（２学期中毎授業ごと７０％）
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児童・生徒の学習状況分析 評価・検証方法、目標値
更に工夫したい点 評価（◎、〇、●）

・内容の中心を捉えて文章を読むことが苦手な
児童が見られる。

・大切な言葉に線を引きながら読む活動を行わ
せ、重要な語句に注目しながら、文章を読み取
れるようにする。

◯授業及びテストで重要な語句にラインを引か
せる。（単元ごと　８０％以上）

・既習の漢字や言葉、工夫した表現を文章等で
活用する力が弱く、定着も低い。

・漢字ドリルを２回以上繰り返し学習し、定着
を図る。
・ライティングタイムで短作文などを書く機会
を増やす。

◯漢字テストでは、９０点以上とれることを目
指す。（児童の９０％以上）

・資料から情報を読み取ることが苦手な児童が
多い。

・写真やグラフなどから読み取れる情報を箇条
書きにして書き出す活動を継続的に行わせる。

●一つの資料から三つ以上の情報をノートに書
く。
（児童の９０％以上）

・学習課題に関して、自分の言葉でまとめを書
くことが難しい。

・その時間の学習課題に対してのキーワードを
与え、それを基にまとめを自分で書くことがで
きるように練習させる。

◯なるべく授業ごとに書くようにする。
（９０％）

・かけ算九九の習熟が二極分化している。それ
が不十分な児童は、わり算の答えを見付けるこ
とを苦手にしているため、算数学習に後ろ向き
になってしまっている。

・問題場面を具体化したり、数字を簡易化した
りする。教具や図を使って、日常の生活場面に
照合して演算決定をしたり、考え方を図や言葉
で表現したりして、個に応じた支援の徹底を図
る。

○適合問題で学習内容の習熟を図ったり、問題
文の内容を線分図などに示したりして、横断
的・総合的な学習を図る。
（２学期中２回、８０％）

・時計を使って正確な時刻や時間を表す力、あ
まりのあるわり算のあまりの処理の仕方の理解
が不十分な児童が多く見られる。

・問題文で分かっている箇所は赤の直線、求め
る箇所に青の直線を引き、演算決定の手だてと
する活動を通して問題解決能力を高めていく。

○「前時までに学習したことが本時の学習に活
用できないか」を振り返り、演算決定する場面
を多く設け、継続した学びを重ねる。
（２学期中２回、８０％）

・観察した内容から、考察し、気付いたことな
どを自分の言葉で表現することが苦手な児童が
いる。

・観察する際には、観察カードに気付いたこと
を書き込ませ、その言葉を元に、どのようなこ
とを考え、どのように感じたのかを考察させ
る。

◯観察カードに書かれている内容をもとに考察
がかけているか、ノートで評価する。
（書けている児童９０％以上）

・実験や観察に対する興味・関心は高く、意欲
的に取り組んでいる。しかし、それらの結果か
ら分かることとして、まとめる力が不十分であ
る。

・何のための観察か、何のための実験かを明確
に示し、授業を進める。実験では「予想」「実
験（観察）」「結果のまとめ」に従ってワーク
シートを使って学習を進める。

◯予想を立てる際には理由を書かせるようにす
る。
（書けている児童８０％以上）
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・歌唱活動では、正しい音の高さで歌うことが
苦手な児童がいる。

・音の高さを手で表したり掲示物を活用したり
しながら、視覚的に意識させて活動に取り組ま
せる。

◯授業中の行動観察や題材ごとの技能テストで
確認する。（各題材ごとに７０％）

・音楽表現の活動では、自分の思いや考えを
もったり、それを友達に伝えたりすることが苦
手な児童がいる。

・曲を聴いて自分の意見をもたせる。友達と意
見交換する時間を設け、少人数または全体で共
有する活動を多く取り入れる。

◯授業中の行動観察や鑑賞カードで確認する。
（各題材ごとに７０％）

・自分のアイデアのよさや友人の作品のよさを
見付けて、互いに高め合うことができるよう
なってきている。

・友人のアイデアのよさや作品の楽しさを、互
いに鑑賞し合うことを通して、様々な児童の思
いに気が付くようにしていく。

◯児童の感想・行動観察で楽しいと感じる児童
を把握する。（各題材で７０％）

・のこぎりや金づちなどの木工用具を極端に怖
がる児童が見られる。安全に使うための服装
や、髪型にも注意を向けさせていく必要があ
る。

・のこぎりや金づちの安全な使い方を知り、木
を切る、釘を打つといった基本的な技能の習得
を図る。

◯行動観察や完成作品で技能や知識を身に着け
ようとする態度の把握する。（各題材で７
０％）

・意欲的に学習に取り組む児童が多いが、技能
の個人差が大きい。

・児童が技のポイントなどを視覚的に分かるよ
う、学習カードや学習掲示の工夫をする。

◯単元の最後に振り返りを行い、効果的な指導
ができたか検証する。

・協力して運動に取り組めない児童がいる。 ・ペアやグループで見合ったり、教え合ったり
する活動を取り入れていく。

●学習カードに振り返りを記入させる。
（単元ごと　８０％以上）

 
 
道
徳

・自分の思いや考えを自分の言葉で表現するこ
とに苦手意識をもっている児童が多い。

・中心発問で道徳的価値について深く考えるこ
とができるよう、発問を精選して授業をする。
・振り返りの時間に交流の活動を多く取り入
れ、友達の意見を聞く時間を確保する。

◯ワークシートや行動観察で評価する。
（自分の考えを書くことができる２学期中に９
０％以上）

外
国
語
活
動

・英語を使ってのアクティビティや歌には、意
欲的に学習に取り組む児童が多いが、英語で友
達とコミュニケーションを取ることに、苦手意
識をもっている児童がいる。

・話しやすいように日常生活と結び付くような
例文や、よく使う言葉、定型文を用意し、習慣
的に英語を話す活動を行わせる。

◯行動観察と教科書に書くワークシートを毎時
間活用する。（２学期中に９０％以上）

・調べたいことに適した方法を選択する力が不
十分である。また、本や資料等を正しく活用す
る力を更に身に付けていく必要がある。

・国語のローマ字の学習と関連させて、ローマ
字入力の練習を行わせる。

●行動観察とローマ字のワークテストを実施す
る。（２学期に２回、８０％以上）

・与えられた課題ではなく、資料などから自ら
課題を設定して学習を進めていけるように指導
する。

・児童の意欲が高まる導入になるよう、児童の
生活に関連した資料を提示したりして、児童が
主体的に課題を設定できるようにしていく。

◎行動観察や学習後の振り返りアンケートで評
価する。
　（２学期中、８０％以上）
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児童・生徒の学習状況分析 評価・検証方法、目標値
更に工夫したい点 評価（◎、〇、●）

・文章についての感想や自分の考え等を自分の
言葉でまとめて、話すことができない児童がい
る。

・｢話す・聞く｣の学習として、スピーチの時間
を朝学習や、授業の導入時等に設定する。話題
を、児童にとって身近な事柄や授業感想とし、
聞く側には、文のつくり、語句、話し方、言葉
遣いといった聞く観点を示す。発表時の話型に
ついても、教師から細かく指示を出す。

◎教師が観点に則って評価し、学習を価値付け
る。
（学期中適宜、７０％）

・自分の考えとその理由を明確にし、組立てを
考えて文章を書くことが苦手な児童がいる。
・既習の漢字や言葉、工夫した表現を文章等で
活用する力が弱く、定着も低い。

・組み立てメモを丁寧に指導したり、それにつ
いてグループで交流して深めさせたりする。
・間違えやすいところを確認しながら漢字の指
導をする。また、朝学習の時間を活用して、短
作文のワークを増やしたり、辞書を活用したり
する。

◎漢字テストや短作文などで評価する。
（目標定着率７５％）

・グラフや資料の読み取りを苦手とする児童が
多い。

・教科書の大切なところにアンダーラインを引
くなどして、必要な情報を捉えて社会的事象を
確実に読み取れるように指導する。また、必要
な情報をキーワードで捉えて、ノートやワーク
シートに記録させるような学習の仕方を定着さ
せる。

◎授業中の発言、ノート、ワークシート等で、
学習状況をチェックする。（単元ごとに２回、
８０％）

・４７都道府県の漢字と位置が定着していな
い。

・都道府県の漢字と位置を取り上げる学習活動を
意図的に設定する。フラッシュカードや都道府県
クイズなどを取り入れ楽しみながら覚えられるよ
うにする。国語の学習でも、都道府県の漢字につ
いて、横断的に復習をできる機会を設ける。

◎ミニテストを複数回実施する。
（学期中３回、８０％）

・九九の定着が十分でない児童がいる。（学年
１５％）

・九九の早見表を用いて、各段の式と答えを反
復して練習させる。複数回、口頭やプリントで
テストをさせ、確実な定着を図る。

○授業中の様子や計算問題の理解度で評価す
る。（毎時間の授業、７０％）

・３位数を１位数で割る筆算、商に空位がある
筆算でのミスが目立つ。かけ算、わり算の定着
や筆算の正しい手順が不十分な児童が多く見ら
れる。

・２位数を１位数で割る筆算等のプリント学習
を通して、計算に取り組む時間を設定し、実行
していく。

○適用問題や計算ドリル、東京ベーシック・ド
リルを活用し、定着できているかを評価する。
（学期中２回、７０％）

算
数

社
会
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・学習問題から根拠のある予想や仮説につい
て、自分の言葉で考えをまとめられる児童が少
ない。

・学習段階に応じて流れを細かく提示し、毎単
元の学習の流れを定着させるようにする。ま
た、他の児童の文のまとめ方や注目させるポイ
ントについて言葉掛けを行う。

◎ノートやワークシート、発言で評価する。
（一単元につき２回以上、７０％）

・実験をする際、道具の使い方を正しく理解し
ている児童が少ない。

・理科室の使い方、理科の道具の使い方などを
丁寧に指導し、安全に、正しく実験ができるよ
うにする。

◎児童の様子から評価する。
(毎回の実験時、１００％)

・歌唱活動では、正しい音の高さで歌うことが
苦手な児童がいる。

・音の高さを手で表したり掲示物を活用したり
しながら、視唱や視奏を繰り返し行い、視覚的
に意識させる。

◯授業中の行動観察や題材ごとの技能テストで
確認する。（各題材ごとに７０％）

・音楽表現の活動では、自分の思いや考えを
もったり、それを友達に伝えたりすることが苦
手な児童がいる。

・曲を聴いて自分の意見を鑑賞カードに書いて
まとめる力を付けさせる。友達と意見交換する
時間を設け、少人数または全体で共有する活動
を多く取り入れながら、周りの意見を聞く。

◎授業中の行動観察や鑑賞カードで確認する。
（各題材ごとに７０％）

・自分の作品だけでなく、友人の作品によさを
認めたり、自分の作品についての感想を求めた
りすることができる児童が増えてきている。

・認め合いの場を設定し、友人の言葉に耳を傾
けて、主体的に作品を作る過程を大事にするよ
うに指導する。

◯感想カードに、自分の楽しさだけでなく友人
のよさを書いたり、友人に来た自分のよさを書
いたりする。（題材ごとに一回７０％）

・木の工作を自分の作りたいように作ることが
できる児童が増えてきている。

・のこぎりや金づちに加えて、ドライバーや、
ボール盤・彫刻刀など、用具の特性を生かした
作品を制作する。

◯感想カードの難易度評価・出来栄え評価など
で児童の満足度を評価していく。
（各題材ごとに７０％）

・各種の運動に楽しく取り組むが、基本的な動
きや技能に個人差が大きく見られる。

・運動のポイントを動画や拡大掲示などで、丁
寧に指導する。自分の能力に適した課題をもた
せ、運動に取り組めるよう、学習カードを活用
する。

◎行動観察、実技の発表などで、評価する。
（学期中単元ごと、70％以上）

・勝敗を受け入れられない等、最後まで協力し
て運動に取り組めない児童がいる。

・授業の中で、運動における学び合いの場をも
ち、勝敗よりも、友達と関わって運動すること
のよさを感じさせるような指導をする。

◯学習カード、行動観察などで、評価する。
（学期中単元ごと、７０％以上）

　
　
道
徳

・自分の生活経験を振り返って、価値について
の考えをもつことが苦手な児童が多い。

・中心発問で道徳的価値について深く考えるこ
とができるよう、発問を精選して授業をする。
また、具体例の投げかけや資料の提示などを児
童の生活上身近なものにする。

◎道徳プリント、発表などの行動観察で評価す
る。
（学期中毎時間、８０％以上）

外
国
語
活
動

・ゲームなどは楽しく取り組むが、友達と英語
を使用してコミュニケーションを取ったり、発
表したりすることに苦手意識がある児童がい
る。

・話しやすいように例文や定型文を用意し、習
慣的に話す活動を行わせる。ゲームに定型文を
取り入れ、会話に慣れることができるようにす
る。

◯授業中の発言や児童の観察、ミニスピーチな
どを行い、評価する。（毎時間、８０％以上）

理
科

音
楽

図
画
工
作

体
育



総
合
的
な
学
習

の
時
間

・自分の課題を追究する際、本や資料から探そ
うとせず、インターネットにたよってしまうこ
とが多い。

・様々な課題追求の方法を意図的に経験させる
ことができる学習形態をとる。

◯児童の様子や学習カードから評価する。
（学期中単元ごと、８０％以上）



児童・生徒の学習状況分析 評価・検証方法、目標値
更に工夫したい点 評価（◎、〇、●）

・物語で登場人物の相互関係や心情などを読み
取ることは比較的得意な児童が多いが、説明文
で事実と感想、意見などの関係を叙述を基に押
さえることが苦手な児童がいる。
・また、自分の考えを的確に表現したり、構成
を意識して書いたりすることが苦手な児童が多
くいる。

・発言する児童の意見を写すことに終始してし
まい、自分で考えることを怠けてしまう児童が
半数いる。そこで自力解決の時間をしっかりと
保証し、その後全体で共有しながら確認できる
ようにする。
・国語に限らず、様々な場面で文章を書いた
り、自分の考えを表現する学習を積極的に取り
入れる。

◯単元ごとに児童の様子やノート、プリントな
どから評価する。（単元ごと）

・自分の考えとその理由を明確にし、組み立て
を考えて文章を書くことが苦手な児童がいる。
・既習の漢字や言葉、工夫した表現を文章等で
活用する力が弱い。

・組み立てメモを丁寧に指導したり、それにつ
いてグループで交流して深めさせたりする。
・間違えやすいところを確認しながら漢字の指
導をする。また、朝学習を活用して、短作文を
書く機会を増やしたり、辞書を活用したりす
る。

◯机間指導を毎時間行い、授業終了後にノート
指導を徹底する。
（学期中　「書く」単元３回以上）

・学習課題や学習問題に対しての予想から、学
習計画を考える場面で「どんな視点で」、「ど
のように調べるか」を全体で話し合うことを苦
手としている。

・学習課題や学習問題を設定する際に参考にし
た資料や生活経験を意図的に関連させながら、
児童に予想を考えさせることによって、学級全
体で学習計画を立てることができるようにす
る。

◯学習問題を設定したり、予想して計画を立て
たりする授業の後に、ノートを集め、評価を行
う。（学期中毎時間）

・「調べる」段階で得た社会的事象に関する知
識を文章やポスター、新聞等の成果物で表現す
る際に、自分の考えを加えたり、要点に絞って
書き表したりすることが苦手である。

・年間を通して学習問題に対してのまとめを考
える際に、年間を通して自分の文章で考えてま
とめ単元、成果物にまとめて発言・発表する単
元を計画的に分けて、児童の表現力を高める。

◎単元のまとめに、ノート・成果物に表現さ
せ、評価を行う。（学期中毎時間）

・定規、１組の三角定規、分度器、コンパスを
使って所定の図形をかく操作活動及び積や商を
概数で求める問題を自力解決できる児童とそう
でない児童との差が大きい。

・既習事項の想起を前学年まで遡って行う。定
規、１組の三角定規、分度器、コンパスを使っ
た操作活動や四捨五入の仕方など、知識を必要
とする事柄の復習を通しながら自力解決する力
を身に付けさせる。

○毎時間授業後に、ノートを集め、評価を行
う。（学期中毎時間）

・計算をする力は付いてきているが、問題文を
読み取り、その場面を数直線に表して演算決定
をする力が不十分な児童が多い。

・数直線の表し方と対応する数の関係を捉えさ
せながら既習事項を想起し、共通点と相違点に
着目させてから解決に当たらせる。

●毎時間授業後に、ノートを集め、評価を行
う。（学期中毎時間）

社
会

令和２年度　授業改善推進プラン

東久留米市立神宝小学校　第５学年

教科 具体的な授業改善策

国
語

算
数



・問題に対しての予想を基に実験方法を考える
際に、条件制御をしながら計画を立てることに
まだ慣れていない。

・予想を基に一つ一つの実験の条件を整理しな
がら、ワークシートやデジタル教科書を活用し
て児童に正確に実験方法を理解させる。

◯毎時間授業後に、ノートやワークシートを集
め、評価を行う。（学期中毎時間）

・実験や自然事象から気付いたことや考察した
ことを文章や図・イラスト等で表現することを
苦手としている児童が少なくない。

・結果について考えるときに必ず問題を振り返
るよう言葉掛けをしたり、結果を分かりやすく
整理するワークシートを活用したりして、児童
の思考を整理する。また、ペアや・グループで
交流させることによって表現の仕方を学ばせ
る。

◯考察の授業後に、ノートを集め、評価を行
う。（学期中毎時間）

・鑑賞教材では、興味をもって曲を聴く姿は見
られるが、曲想や音楽の構造についての学習で
は苦手意識をもっている児童が多い。

・楽曲について、構造が分かるよう板書計画を
立て、拡大楽譜や手だてとなる掲示物を活用し
ながら視覚的に学習させる。

◯授業中の行動観察で確認する。
（各題材ごとに７０％）

・音楽表現の活動では、自分の思いや考えを
もったり、それを友達に伝えたりすることが苦
手な児童がいる。

・曲を聴いて自分の意見を鑑賞カードに書いて
まとめる力を付けさせる。友達と意見交換する
時間を設け、少人数または全体で共有する活動
を多く取り入れながら、周りの意見を聞く。

◯授業中の行動観察や鑑賞カードで確認する。
（各題材ごとに７０％）

・新しい用具や、技術に興味を示し、今までと
は違う見えないものへの関心が広がってきてい
る児童が見られるようになった。

・過去のアーティストの作品や、日本の伝統工
芸などの知識を生かして、自分の表現を深めて
いけるように指導する。

●感想カードの感想文に注目し、自分の得たも
のをどのように生かしたか把握する。（各題材
１回以上６０％）

・電動のこぎりを使うことに恐怖心のある児童
が少なくない。逆に正しい使い方を習熟せず無
理な行動をする児童がいる。

・用具に関する知識が技能と密接に結び付いて
いることを理解して製作できるように指導す
る。

◯授業中の行動観察、完成作品で評価する。
（９０％）

・「ひと針に心をこめて」では、色々な作品作
りを意欲的に行っているが、たまどめ・たま結
びや様々な縫い方を丁寧に行うことに対して苦
手意識のある児童が少なくない。

・ペアやグループでかかわり合って学習させ
る。

◯グループ学習や個別指導を徹底し、進捗状況
をワークシートで確認する。（２学期中毎時
間）

・調理について新型コロナウイルス感染症予防
対策によって家庭での宿題・実習としている
が、基本的技能・知識の定着に向けて、具体的
な手だてが必要である。

・実習計画や調理器具の確認までを学校で行
い、実習・片付け・振り返りをワークシートを
活用して家庭で行わせることによって、定着を
図る。

◎進捗状況・知識技能の定着をワークシートで
確認する。（年間毎時間）

・すすんで運動に取り組む児童は多いが、「思
考力・判断力・表現力」を十分に働かせて運動
に取り組んでいるとは言い難い。

・領域に応じた学習カードを作成し、めあてを
意識して運動できるようにする。
・児童に思考を促す声掛けをする。

◯学習カードから評価する。
（２学期中毎時間）

理
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・各領域によって、技能面に差が見られる。 ・各領域で毎時間、個人のめあてを立て、ス
モールステップで一つ一つ自己の課題を解決で
きるようにする。また、その児童の実態に応じ
た場を設定する。

◯児童観察から評価する。
（２学期中毎時間）

特
別
の
教

科
　
道
徳

・展開後段で「自己について見つめる」場面
で、自分の意見を積極的に発言しようとする児
童が少なく、全体で交流が深まらない。

・ワークシートや思考ツールを活用して、自分
の意見や立場を明らかにした上で、話合いに臨
ませることによって多様な意見に触れさせる。

◯毎時間ワークシートや発言・発表にて自己評
価を行い見取る。（２学期中毎時間）

・児童は毎時間意欲的に学習に取り組んでいる
が、グループ学習などで、外国語を使ったコ
ミュニケーションを図る際に、消極的な姿が見
られる。

・教師が積極的に英語で称賛の言葉を掛けた
り、チャンツや歌を積極的に取り入れたりす
る。

◯毎時間ワークシートにて自己評価を行い見取
る。（学期中毎時間）

・グループ同士で競い合うことで、ゲームに楽
しく取り組めているが、英語が苦手な児童が得
意な児童に任せてしまい、習熟に結び付かない
ことがある。

・ペアやグループを編成するなど、学習形態を
工夫する。

◎児童観察から評価する。
（学期中毎時間）

総
合
的
な
学
習

の
時
間

・コロナの影響で授業が十分にできていないた
め、総合的な学習の時間で身に付けるべき資質
能力及び態度が身に付いていない。コロナの影
響で年間指導計画の中でも実施が難しいと思わ
れるものもある。

・年間指導計画を修正し、総合的な学習の時間
で身に付けるべき資質能力及び態度を着実に身
に付けられるようにする。

◯学習カードにより評価する。
◯単元終了後、活動を振り返り、次回の単元の
計画に生かす。

外
国
語

体
育



児童・生徒の学習状況分析 評価・検証方法、目標値
更に工夫したい点 評価（◎、〇、●）

・話し手の意図を捉えながら聞いたり、目的に
応じて質問を工夫したりすることを苦手とする
児童が多い。

・話のテーマを聞いて、自分自身がどのような
情報を知りたいか、どんな内容のことを話すだ
ろうか等を考えることができるよう、意図的・
計画的に言葉掛けをする。

○ノートのメモやテストの結果から見取る。
（各単元ごと、達成率８０％）

・言語に関する知識・理解・技能について、定
着が低い。特に、既習事項の漢字や熟語の定着
が曖昧な児童が多い。

・漢字小テストを定期的に実施する。
・間違った問題については、必ず直す機会を設
けるとともに、繰り返し練習する機会を与え
る。

○各テストのテスト直しから見取る。
（２週間に１回、達成率９０％）

・資料やグラフ、地図から様々なことに対して
気付いたり、感じたりすることはできるが、そ
れらを基に自分の考えを明確にすることを苦手
としている。

・学習課題と資料やグラフの関連性に気付くこ
とができるよう、「どのような関係がある
か」、「どのように広がっているか」、などと
いった主発問を精選する。

○児童の発言やノートなどから見取る。
（１単元につき、２回以上）

・学習課題に対して必要な情報を選び取り、
ノートやワークシートに書き抜くことを苦手と
している。

・小見出しを付けてまとめたり、教科書や資料
集に印を付けながら読んだりするよう言葉掛け
をする。また、模範を示しながら「書き方」を
指導する。

○児童の発言やノートなどから見取る。
（１単元につき、２回以上）

・問題文や表・グラフを読み取る力が弱く、立
式や答えを求めることが困難な児童が多い。

・問題文の場面を図・数直線等にかくことを多
く取り上げ、立式の仕方や解決の方法を指導す
る。

○児童の考えを発言やノートから看取る。
（毎時間、８０％）

・前学年までの学習事項の定着が不十分な児童
が多く、新たな課題に取り組むまでに時間がか
かる。

・前学年までの学習内容を織り交ぜた復習プリ
ントや東京ベーシック・ドリルを通して、基
礎・基本の徹底と習熟を図る。

●東京ベーシック・ドリルの正答率
（１週間１回、８０％）
◯単元別ワークテストの結果の正答率
（１単元１回、８０％）

・条件制御の考え方は理解しているが、児童自
身で条件に着目しながら実験計画を立てること
に課題が残る。

・実験計画を立てることを個人や全体で繰り返
し行うことによって、条件制御の経験を積み重
ねていけるようにする。

◯１つの実験で１回以上ノートの評価を行う。
（１単元につき、２回以上）

・実験や観察の結果から、自然現象の相互の関
係や規則性、働き等について自分自身でより妥
当な考えをつくりだし、表現をすることが苦手
である。

・着目すべき条件や結果の違いを児童自身で見
付け出せるよう言葉掛けをする。また、それら
を考察やまとめで表現できるよう個人→グルー
プ→全体で交流するだけでなく、再実験や模範
実験等を活用しながら実感を伴う学習を促すこ
とができるようにする。

◯児童の発言やノートなどから見取る。
（１単元につき、２回以上）
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・合奏では、興味をもって取り組んでいる姿が
見られるが、音楽表現するために必要な知識が
定着していない児童がいる。

・音楽記号や楽曲の構造を理解するために、音
楽記号等の基礎的知識を繰り返し学習し、拡大
楽譜や手だてとなる掲示物を活用しながら視覚
的に学習させていく。

◯授業中の行動観察で確認する。
（各題材ごとに７０％）

・合唱の活動では学習意欲に個人差があり、学
級全体で意見を出し合って聴き合うなど、深め
ていく活動に課題がある。

・模範演奏や範唱を聴かせ、曲へのイメージを
各自にもたせるようにする。また、友達と意見
交換したり全体で共有し合う活動を積極的に
行ったりしながら進めていく。

●授業中の行動観察で確認する。
（各題材ごとに７０％）

・新しい用具や、技術に興味を示し、今までと
は違う見えないものへの関心が広がってきてい
る児童が増えてきている。

・世界の様々なアーティストの作品や、日本の
伝統工芸及び、他教科の学びをいかして、自分
の表現を深めていけるように指導する。

●感想カードの感想文に注目し、自分の得たも
のをどのように生かしたか把握する。（各題材
１回以上６０％）

・様々な用具を使って総合的にものづくりがで
きるようになってきている。また、自分らしさ
試しながら表現しようとしている児童が増えて
きている。

・用具に関する知識が技能と密接に結び付いて
いることを理解して製作できるように指導す
る。

◯授業中の行動観察、完成作品で評価する
（７０％）

・手縫いはある程度基礎・基本を身に付けるこ
とができた。しかし、まだ多くの児童が習熟し
たとはいえない状況である。

・作品制作を通して手縫いの基礎・基本を繰り
返し指導していく。
・ミシンの学習も、スモールステップで習得さ
せる意識をする。

◯作品の完成度から評価する。
（成果物より）
◯学習カードから評価する。
（毎時間）

・家族の一員として生活をよりよくしようとす
る関心や意識が薄い。

・家庭と連携して取り組みを課題とし、実生活
の中で課題に気付き、解決に向け考えるよう促
す。
・実技単元では、調理や裁縫に必要な技能を身
に付けさせ、日常生活での実践につなげさせ
る。

◯学習カードから評価する。
（１単元１回程度）

・生活習慣を含め、基礎体力に課題が見える。 ・毎時間の体育の時間や体育週間などで、年間
を通して体つくりに取り組み、身体を動かす喜
びを感じさせ、体力向上への意欲を高める言葉
掛けを進める。

◯体力テスト結果からの推移を評価する。
(年度末)
◯学習カードから評価する。
（単元ごと）

・友達との教え合いや励まし合いの姿が見られ
る一方で、より高い目標に向かって努力する児
童が少ない。

・達成が容易な目標だけでなく、さらに高い目
標も設定させ、継続的に取り組ませる。

◯活動の様子、学習カードから評価する。
（毎時間）

・自己を振り返り、積極的に考えたり発言した
りできることが十分ではない。一面的な見方・
考え方の児童が多い。

・互いの意見を全体で共有することにより，人
によって様々な考え方・感じ方があることを知
り、多面的・多角的に考えることができるよう
にする。

◎授業中における発言や友達との対話から評価
する。（毎時間）
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・資料を読み、人物の気持ちを考えながら読む
ことはできるが、発言する児童に偏りがある。

・人物の心情や、話し合いの過程が分かるよう
に板書の仕方を工夫する。
・書く時間を十分確保したり、机間指導をしな
がら言葉掛けをしたりして、自分の考えに自信
をもたせる。

◎授業中における発言やワークシートから評価
する。（毎時間）

・語彙や表現を理解できている児童とそうでな
い児童が多く、習得した表現を使って友達やＡ
ＬＴとコミュニケーションを図れない児童がい
る。

�・習得させたい言葉や用言をたくさん聞かせ
（インプット）、繰り返し発話（アウトプッ
ト）させることで、音声に慣れ親しませる。

◯ＡＬＴと協力して、一人一人の実態を見取
る。
（毎時間）
◯授業中における発話・行動観察を行う。
（毎時間）

・書く活動は、語句と語句の間にスペースを空
けることや自分の思いや考えに合うように一部
の表現や単語を入れ替えて書く力は、十分では
ない。

・単元の後半に書く活動の時間を十分に確保
し、４線に正しく書くことができるように繰り
返し練習させる。

●ワークシートにより評価する。
（１単元２回）

・課題の解決においては、主体的・対話的に取
り組むことができているが、集めた情報を整
理・分析し、どのようにまとめ・表現をしてい
くかを考えることが苦手である。

・聞き手や読み手を意識させ、何が一番知りた
い情報かということを明確にさせるよう指導す
る。また、文章だけでなく表やグラフに表しな
がら、伝えたいことを強調できるように言葉掛
けをする。

◯児童観察、ワークシート、成果物により評価
する。（２時間に１回以上）

・ほとんどの児童が、川の学校、I’m Possible
などの様々な活動を通して、｢これからは～した
い｣など今後の自己の生き方をしっかり考えるこ
とができた。

・探究課題の解決を通してどんな資質・能力を
育成したいのかを明確にさせるだけでなく、児
童が自らの生き方を考えることができる時間を
単元終末に設定することによって、今後の生活
を考えさせるようにする。

◯学習カードにより評価する。
◯単元終了後、活動を振り返り、次回の単元の
計画に生かす。
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