
平成２８年度 授業改善推進プラン 〈国語〉 福生第三小学校

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

・読むことでは、音読の際、語の ・読むことについては、話の内容 ・「漢字の読み」に比べて、「漢 ・語彙が少ない。 ・語彙が少ない。 ・語彙が少ない。
まとまりとして捉えられる児童が を正しく読み取る力に差がある。 字の書き」の定着が弱い。 ・漢字の定着ができない。 ・漢字の定着に差がある。 ・漢字を学ぼうとする意識をもっ
少ない。 ・書くことについては、文と文と ・説明文は要点をつかみきれない ・作文で事実だけを書き、気持ち ・文章表現が苦手である。 ている児童が多いが、実際の文章
・話すこと、聞くことでは、自分 をつなげることが苦手な児童が多 など、読み取る力が不十分。 や情景などを表現できない。 の中でつかえないことがある。
のこととして聞く、集中して聞く い。 ・書いている途中で主旨が変わっ ・目的に応じて、構成のはっきり
ことが苦手な児童が多い。また、 ・話すこと、聞くことについては、てしまうなど、文章を組み立てる した文章を書ける児童が少ない。
伝えたいことを自分の言葉で伝え 聞かれたことに対して正対できな 力が弱い。
ることが難しい児童がいる。 いことが多く見られる。また、黙 ・表現力が乏しく、語彙が不足し
・書くことでは、句読点の書き方 ってしまう児童も見られる。 ている。
のルールが定着していない。撥音 ・言語事項については、カタカナ
の使い方が定着していない。 の習得が不十分である。
・ひらがなの学習では、書き順を
間違えている児童もいる。

・文を区切って読み、語と語がつ ・語彙数を増やすために、読書活 ・作文や日記などで、ひらがなを ・毎日の宿題などで音読練習の時 ・辞書を積極的に使わせ、言葉の ・分からない言葉は前後の文脈か
ながっていることを意識させて読 動を多く取り入れる。また、読書 漢字に直すことを反復練習させ 間を多く作っていく。 意味を調べさせる。 ら予想させる。
む。 の時間を確保し、多くの表現や文 る。 ・一字一字を間違えずに教科書通 ・漢字テストを定期的に行い、覚 ・辞書を活用させる。
・ペア学習や対話をたくさん経験 章表記に触れさせる。 ・読み取りをする際は、要点箇所 りに読ませる。 えられるようにする。 ・読書や新聞記事を読む機会を増
させて、聞くことの基礎を養い、 ・フラッシュカード等で単元で使 に必ずサイドラインを引かせる。 ・漢字テストを定期的に行い、覚 ・間違えた漢字は、必ず直して定 やす。
一斉で聞く態度の育成につなげ う言葉を楽しく覚える。 ・作文を書く前に、テーマを絞り えられるようにする。 着できるようにさせる。 ・進度に合わせ、漢字テストを実
る。型を示すなどして、交流の機 ・短文を繰り返し書く活動を行 込み、順序立てて書くように指導 ・漢字ノートに熟語や文をまとめ ・普段から文章を読み返す機会を 施する。間違えた問題は必ずやり
会を増やし、質問の仕方や話し方 い、文のつなげ方を定着させる。 する。 たり、何度も練習させたりする。 もたせる。 直しさせる。
のスキルを身に付けさせるさせ ・カタカナについては、１年生の ・読書の時間を活用し、良い表現 ・辞書を積極的に使わせ、言葉の ・ワークシートを使用し、正しい ・漢字ノートに何度も練習させる
る。 教材を使用し、書けない文字を抽 にふれる機会を増やす。 意味を調べさせる。 文章表現に慣れさせる。 ・児童同士の交流を増やしたり、
・ミニ作文や作文などを書く機会 出して取り上げる。 ・物語文や説明文の学習の際には 良い表現に触れる機会を増やした
を作り、練習する機会をたくさん ・人と話を続ける経験を多く積 感想を書かせたり、自分の考えを りしていく。
つくる。 み、何を聞けば良いかを気付かせ 述べさせる場面を作り、思いや考 ・自分の考えを書く機会を増やし
・書写の時間で書き順のおさらい ていく。 えを表現させる機会を多く作る。 ていく。
を取り入れ、書き順を定着させる。・５Ｗ１Ｈを含む質問に答える練

習をし、何を答えればいいのかを
気付かせていく。

・語のまとまりとして捉えられた ・一つの手法を読む、書く、聞く、【漢字】 ・いろいろなパターンで音読を行 ・文字を丁寧に書くようにさせ、
ら、次は文節ごとに読むことを意 話すそれぞれに活用できるように ・漢字定着のために反復練習を継 わせ、児童が意欲をもって学習し 漢字の練習をするときには熟語の
識付けるなど、少しずつ文章とし していく。 続する。 ていけるようにする。 意味を理解して書かせるようにす
て読むことを意識させる。 ・東京ベーシックドリルで、文法 ・作文指導の中で慣用句や熟語と ・文字を丁寧に書くようにさせ、 る。
・相手を意識させながら、話した 的なスキルを付けていく。 して漢字を使い、漢字が活用でき 漢字の練習をするときには熟語の ・漢字を使うようにして、日記を
り聞いたりさせる。少人数や一斉 る楽しさを味わわせる。 意味を理解して書かせるようにす 毎日書かせる。また、家庭学習で
など、様々な場面を設定し、話し 【読解・作文】 る。 漢字を習熟させ、定期テストで高
合いの経験を増やす。 ・読書週間を利用し、徐々に長を ・家庭学習で漢字を習熟させ、定 得点をとらせることで意欲につな
・書くことを普段の授業でもたく 読みこなせるようにすると共に 期テストで高得点をとらせること げる。
さん取り入れ、適宜指導していく。 文、日常の学習においても読書の で意欲につなげる。
・家庭学習も活用し、日記等で文 時間を計画的に設ける。
を書くことを日常的に取り入れ、、 ・説明文においては、短い段落の
文を書くことの苦手意識を減ら 範囲で、要点に線を引かせ全体の
す。 構成を意識させる。

・作文指導では、文章の組み立て
を表などに書かせ、全体の見通し
をもたせる。また、説明文におけ
る段落相互の関係を、図などを使
って表現させ、文章の組み立てを
理解させる。
・読書の時間に読み聞かせをし、
良い表現にふれる機会を増やす。
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平成２８年度 授業改善推進プラン 〈生活＆社会〉 福生第三小学校

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

・生活経験がないため、季節や体 ・活動や体験したことを振り返 ・実際に行った場所や知っている ・資料を細かく読み取ることがで ・複数の資料から読み取ったり、 ・複数の資料から読み取ったり，
験の振り返りをしても、意見を出 り、気付いたことを表現すること 場所について分かっていても、地 きない。 結論付けたりすることが苦手。 結論付けたりすることが苦手であ
せない児童がいる。 に課題が見 られる。 図などで一般化することが難しい ・自分の考えをまとめ、表現する ・学習した内容を知識として定着 る。
・思いや考えはあっても、カード ・活動や体験したことをワークシ 児童が目立つ。 ことが苦手な子が多い。 させることができない。 ・語彙が少なく、資料を読みこな
に表現できない児童がいる。 ートにまとめることが苦手な児童 ・調査したことをまとめる力が弱 ・学習した内容を知識として定着 すことが難しい。
・観察カードに絵を描くとき、対 もいる。 い。 できていない。 ・学習した内容を知識として定着
象物の形がとれない児童がいる。 ・資料の細かな数字や文字を読む させることができない児童が多

ことに不慣れである。 い。

・生活経験をカバーするために、 ・めあてを明確に提示し、何のた ・調べたり、見学したりするとき ・授業の最初に前時の既習事項を ・資料の読み取りを丁寧に行う。 ・資料の読み取りを丁寧に行う。
映像や本など視覚的資料を授業に めに活動をするのか、考えながら には、目標に迫るための観点をあ 確認する。 ・複数の資料を比較して、考えを ・疑問を生み出せる資料を精選
取り入れる。 授業に取り組めるようにする。 げ、観点にそってまとめていくよ ・資料の読み取りは丁寧に行う。 まとめさせるようにする。 し，活用していく。
・国語の授業を通して語彙を増や ・活動を通して気付いたことや発 うにさせる。 ・１時間に取り扱う資料が多くな ・授業の最初に前時の既習事項を ・予想を立て、その根拠を話し合
すと共に、表現の方法を提示して 見したこと、楽しかったことなど ・拡大した地図を黒板に掲示した りすぎないようにする。 確認する。 う活動を行う。
いく。 について言葉や絵、動作、劇化、 り、ペアで確認し合ったりして確 ・授業の最後に考えたことをまと ・授業の最後に考えたことをまと
・写真や絵を描く練習をしたり、 発表会(紙芝居・クイズ）など、 かめながら学習できるようにす め、評価する。 め、評価する。
観察対象を限定したりして、描く さまざまな方法で表現する場を設 る。 ・新聞やニュースなどに接する機
経験を積み重ねる。 けていく。 ・体験後に、情報を整理し、ノー 会を設ける。

トなどに書かせる。 ・授業の最初に前時の既習事項を
・上手にまとめている児童の作品 確認する。
を書画カメラで提示し、見本とさ
せる。
・分かったことを項目ごとにまと
め直すなど、情報を整理する活動
を取り入れる。
・地図記号などをゲーム感覚で楽
しみながら学べるようにする。
・資料の読み取り方を丁寧に指導
する。

・カードを書く視点や表現を少し ・新たな気付きが書かれた児童の ・学習全体の進め方を事前に理解 ・その単元の学習で何を学んだの ・地図帳を積極的に活用する場面 ・ノートをきれいにとる。また、
ずつ増やしていく。 カードや作品を積極的に紹介す させてから、調べ学習や見学を行 かをがはっきり分かるようにし を設定する。 黒板に書いていないこともメモ
・外部人材を活用し、体験を増や る。 う。 て、ノートに分かりやすくまとめ ・ノートのまとめ方を工夫させ、 し、学習内 容が分かるようにノ
す。 ・さまざまな表現の手段を取り入 ・「地図等の複数の資料を活用し る。 発表することでいいものを広 ートにまとめさせる。

れた子供同士の発表を見せたり聞 て読み取る力」を少しずつつけて ・地図帳を意図的に活用する。 げていく。 ・分からない語句は辞書などで調
かせたりする中で、表現のおもし いくために資料の読み取りに時間 ・わからない語句は辞書などで調 べる習慣を付けさせる。
ろさや工夫を共有できる場を設け をかける。 べる習慣を付けさせる。
る。
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平成２８年度 授業改善推進プラン 〈算数〉 福生第三小学校

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

・算数ブロックを自力で操作でき ・知識、理解については、覚えら ・九九の７、８の段において間違 ・演算における筆算や計算方法の ・文章問題の答えを求めるための ・文章問題の答えを求めるための
ない児童がいる。 れず、活用できない児童もいる。 いが目立つ。 理解が十分ではない。（被乗数、 演算決定が苦手である。 演算決定が苦手な児童が多い。
・指を使って加減法の演算をする ・考え方については、どうしてそ ・演算における筆算や計算方法の 被除数などが大きくなるほど） ・計算技能に個人差が大きい。 ・計算技能に個人差が大きい。
児童が各クラスに 3分の 1いる。 うなるかまで考えが及ばなかった 理解が十分ではない。 ・文章内容から答えを求めるため ・既習事項が定着していない児童 ・既習事項が定着していない児童
・文章題を読んで、絵や図を書き り、説明できなかったりする児童 ・文章を読み取る力が不足してい の演算決定が苦手である。 が多い。 が多い。
ながら問題解決できる児童は半 が多い。 る。 ・定規や分度器、コンパスなどの
数。 ・単位の意味を十分に理解してい 道具を扱うことが苦手な児童がい
・１０のまとまり、５のまとまり ないがために単位計算ができな る。
を活用できない児童が多い。 い。 ・既習事項を使い、新しい問題に

取り組むことが定着していない。

・教師がお手本でブロックの動き ・教室内に児童に覚えてほしい事 ・既習事項を振り返る機会をたく ・計算技能の習熟を図るととも ・計算技能の習熟を図ると共に， ・計算技能の習熟を図ると共に、
を見せ、ブロックの動きに注目さ 柄は掲示したり、朝学習の時間に さん設ける。 に、児童自身が整数、分数、小数 児童自身が整数，分数，小数の計 児童が整数、分数、小数の計算の
せる。 振り返ったりするなど、短時間に ・ノートの活用を工夫させる。 の計算の仕方を図や式を使って考 算の仕方を図や式を使って考えた 仕方を図や式を使って考えたり、
・ブロックや丸図を繰り返しノー 何回も振り返りをする。 （見開きでノートを使用する、単 えたり説明したりする学習をす り説明したりする場面を設ける。 説明したりする場面を多く設け
トに書かせることで、数量感覚を ・説明の方法を国語等でも指導 元名と回数を毎回書くことで振り る。 ・問題解決型の学習を取り入れ る。
身に付けさせる。 し、説明が必要な時に何度もその 返りやすくする、図・式・言葉を ・ノート活用を工夫させる。（絵、る。 ・数の大きさや構成について位取
・文章題のどの言葉が、どの絵や 方法を使って説明するようにし 用いて自分の考えを書く時間を確 図、数直線などを適宜書かせる。 ・数の大きさや構成については位 り表や数直線、半具体物等で表し、
図に当てはまるのかを確認させて て、定着を図る。 保する） 丁寧に筆算の過程を書かせる。な 取り表や数直線図、半具体物等で 量感覚を豊かにする。
から、活動させる。 ・「～だから、～になる。」とい ・問題文を読み取るために、アン ど） 表し、量感覚を豊かにする。 ・ノート活用を工夫させ、自分の
・１０の合成、分解、５の合成、 う、事柄には理由があることを意 ダーラインを引き、分かっている ・問題解決型の授業を展開し、意 ・ノート活用を工夫させ、自分の 考えを表現できるようにする。
分解の復習を授業に適宜入れてい 識させる。 数、求めることを把握させる。 図的に既習事項を活用する場面を 考えを表現できるようにする。
く。 作る。 （絵，図，数直線などを適宜書か

せる。丁寧に筆算を書かせるなど）

・算数ブロックなど具体物を操作 ・今までの既習事項で理解してい ・朝学習プリントやベーシックドリ ① 乗法除法の反復練習をする。 ・計算問題の反復練習をする。朝 ・計算問題の反復練習をする。朝
させることでできるようにさせて ない部分を補習等で補う。 ルを活用し、基礎基本の反復練習を 朝学習や授業開始の時間に，多様 学習や授業開始の時間に，既習の 学習や家庭学習で、既習の計算問
いく。 行う。 な乗法除法の問題を使い定着させ 計算問題を行い定着させる。 題に取り組ませ、定着させる。
・文章題をつくる活動などを取り ・１時間の流れが分かる、見やす る。 ・線分図や数直線を実際にかいて ・線分図や数直線、図や絵を実際
入れて、楽しく論理的思考が育つ いノートになるよう指導する。 ② 除法の意味をいろいろな具体 立式させ、説明できるようにさせ にかいて立式させ、説明できるよ
ようにしていく。 ・問題場面をイメージさせてから 物を用い，場面を想定して理解さ る。 うに指導する。
・指を使う児童については個別に 立式させる習慣をつける。 せる。 ・月曜日、水曜日の補習時間を活 ・補習時間を活用し、個々の児童
指導し、図を描けるように支援す ・補習の時間を活用し、算数が苦 ③ 除法の意味（等分除，包含除）用し、個々の児童の課題を補う。 の課題を補う。
る。 手な児童の課題を補う。 を絵や図を使って児童自身に考え ・朝学習プリント･ベーシックド ・朝学習プリント・ベーシックド
・家庭学習を計画的に毎日させる させ，説明させる場面を多く取る。リルを活用する。 リルを活用する。
ことで、定着をはかる。 ④ 線分図や数直線を実際にかい
・月曜日、水曜日の補習時間を活 て立式させ，説明する習慣を付け
用し、個々の児童の課題を補う。 る。

⑤ 三角定規とコンパスの使い方
を習熟させる。
⑥ ノート指導を統一し，算数ノ
ートを常に活用する。
⑦ 月曜日、水曜日の補習時間を
活用し、個々の児童の課題を補う。
⑧ 朝学習プリント･ベーシック
ドリルを活用する。
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平成２８年度 授業改善推進プラン 〈生活＆理科〉 福生第三小学校

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

・生活経験がないため、季節や体 ・活動や体験したことを振り返 ・観察した内容をまとめる力には ・観察した内容をまとめる力には ・観察した内容をまとめる力に、 ・実験にはとても意欲的に取り組
験の振り返りをしても、意見を出 り、気付いたことを表現すること 個人差が大きい。 個人差が大きい。 個人差が大きい。 むが、結果を考察して実験をまと
せない児童がいる。 に課題が見 られる。 ・実験結果から分かることを自分 ・実験結果から分かることを自分 める作業に課題が見られる。既習
・思いや考えはあっても、カード ・活動や体験したことをワークシ ・教科の特性として多様化した事 の意見でまとめることが苦手であ の言葉で表現することができない 事項をや日常生活を生かして、自
に表現できない児童がいる。 ートにまとめることが苦手な児童 象を取り扱うが、その中から一般 る。 児童がいる。 然現象の変化とその要因とを関係
・観察カードに絵を描くとき、対 もいる。 化できるきまりをみつけることが ・既習内容を使い、生活の場面で 付ける力を身につけていく必要が
象物の形がとれない児童がいる。 難しいため、言葉による理解だけ 役立てることが苦手である。 ある。

でなく、実際の事象や図を活用し ・日常の自然現象に積極的に目を
て確かな理解に導く必要がある。 向け、「なぜ？」と疑問に思い、

そこから問題解決していこうとす
る姿勢が低い。
・経験と関連付けて予想をたてる
児童は増えてきたが、実験方法ま
で考える児童はほとんどいない。

・生活経験をカバーするために、 ・めあてを明確に提示し、何のた ・今後の学習内容では、太陽の光 ・観察時には、どこに着目するこ ・観察時には、どこに着目するこ ・予想段階で根拠を持たせたり、
映像や本など視覚的資料を授業に めに活動をするのか、考えながら ・電池・磁石など実験的な内容が とが大切かポイントを抑えた指導 とが大切かポイントを抑えた指導 疑問の交流場面を増やしたりして
取り入れる。 授業に取り組めるようにする。 増えてくる。児童が主体的な活動 とする。 をする。 いく。
・国語の授業を通して語彙を増や ・活動を通して気付いたことや発 をするために、一人ひとりに問題 ・疑問に感じたことを、自ら追究 ・児童のノートや観察シートを紹 ・導入で、「なぜ？」を引き出す
すと共に、表現の方法を提示して 見したこと、楽しかったことなど を作らせ、自ら問題を解決してい していけるように必ず予想をして 介するなどして、より良い表現方 ような発問や資料を用意する。
いく。 について言葉や絵、動作、劇化、 く姿勢を持続せるため、導入時の から実験に入るようにする。 法を考えさせる機会をつくってい ・友達の考えを聞く場面を作り、
・写真や絵を描く練習をしたり、 発表会(紙芝居・クイズ）など、 問題作りと、途中での問題設定を ・授業の中で学習したことを生活 く。 様々な考えを聞き、自分の考えを
観察対象を限定したりして、描く さまざまな方法で表現する場を設 工夫していく。 に落とし込む場面を設定したり、 深める。
経験を積み重ねる。 けていく。 ・さらに追究していく態度を育て 生活場面と結びつけながら学習を ・授業の流れをを変えず、見通し

るため、発展的な課題に取り組ま 進めたりするようにする。 をもって授業に取り組めるように
せる。 する。

・実験の授業では、役割分担をは
っきりさせ、児童一人一人が今何
を行うのかを明確にする。

・カードを書く視点や表現を少し ・新たな気付きが書かれた児童の ・昆虫の体のつくりで教科書に出 ・児童のノートや観察シートを紹 ・実験の方法や、課題解決の方法 ・導入でできるだけ具体的に、日
ずつ増やしていく。 カードや作品を積極的に紹介す てくる昆虫だけにとどめず、様々 介するなどして、より良い表現方 を繰り返し考えさせるようにして 常生活や自然現象を挙げて、実験
・外部人材を活用し、体験を増や る。 な昆虫の体のつくりを調べたり、 法を考えさせる機会をつくってい いく。 と関連させて考えられるようにす
す。 ・さまざまな表現の手段を取り入 実際に飼ってみてその暮らしぶり く。 ・授業時間以外の場面で、学習し る。

れた子供同士の発表を見せたり聞 を観察したりする。そのために例 ・実験の予想や方法、課題解決の たことに関わる話題を提供してい ・視聴覚資料を見せ、実験のポイ
かせたりする中で、表現のおもし えばモンシロチョウの卵から観察 方法を繰り返し考えさせるように くようにする。 ントをおさえる。
ろさや工夫を共有できる場を設け させるためにキャベツの苗を植え していく。 ・考察する際、考えるポイントを
る。 るなど、事前の準備が必要。また、・授業時間以外の場面で、学習し しっかり指導する。

枯れてしまう個体も多数あったの たことに関わる話題を提供してい
で、害虫駆除剤を使い、継続して くようにする。
育てていく必要がある。
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平成２８年度 授業改善推進プラン 〈音楽〉 福生第三小学校

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

・楽しむこととふざけることの区 ・大きな声を出すことが正しいと ・一回一回の演奏にめあてをもた ・一回一回の演奏にめあてをもた ・仕上がりをイメージして表現を ・仕上がりをイメージして表現を
別がつけられない児童がいる。 認識している児童がいる。 ずに演奏してしまう。 ずに演奏してしまう。 工夫しようとする意欲が低い。 工夫しようとする意欲が低い。
・リズム打ちに苦手意識をもって ・つまずいたときに、演奏を諦め ・どのようにすれば自分たちの演 ・どのようにすれば自分たちの演 ・自分たちの演奏から課題を見付 ・自分たちの演奏から課題を見つ
いる児童がいる。 てしまう児童がいる。 奏がよりよくなるのかを思考しな 奏がよりよくなるのかを思考しな けず、現状で満足してしまう。 けず、現状で満足してしまう。
・演奏前のルールを守れない児童 い。 い。 ・豊かで音楽的な響きのある声を ・豊かで音楽的な響きのある声を
がいる。 ・豊かで音楽的な響きのある声を ・豊かで音楽的な響きのある声を 出すための技能が未熟である。 出すための技能が未熟である。

出すための技能が未熟である。 出すための技能が未熟である。 ・繊細で音楽的な音色でリコーダ ・繊細で音楽的な音色でリコーダ
・繊細で音楽的な音色でリコーダ ・繊細で音楽的な音色でリコーダ ーを演奏する技能が未熟である。 ーを演奏する技能が未熟である。
ーを演奏する技能が未熟である。 ーを演奏する技能が未熟である。 ・身に付けた技能を生かしたり応 ・身に付けた技能を生かしたり応
・楽曲のある観点に対して注目し ・楽曲のある観点に対して注目し 用したりして演奏することができ 用したりして演奏することができ
て聴きとったり感じたりする能力 て聴きとったり感じたりする能力 ない。 ない。
が低い。 が低い。 ・学習した内容を生かし、それを ・学習した内容を生かし、それを

観点として他の演奏を聴く能力が 観点として他の演奏を聴く能力が
低い。 低い。

・視覚的にルールを提示し、定着 ・範唱から気付いたことを挙げさ ・次の演奏では何に気をつけるべ ・次の演奏では何に気をつけるべ ・演奏を録音し、じっくり聴き直 ・演奏を録音し、じっくり聴き直
するまで何度も確認をする。 せる。また、良い例と悪い例を示 きなのか、友達と話し合ったり、 きなのか、友達と話し合ったり、 す活動を取り入れ、課題を見つけ す活動を取り入れ、課題を見つけ
・リズムを板書し、どのリズムを し、良い例を選択できるように導 単元を振り返ったりして、意識し 単元を振り返ったりして、意識し させたり、演奏の仕上がりを意識 させたり、演奏の仕上がりを意識
打っているのかが明確になるよう く。 てから始めるようにする。 てから始めるようにする。 させたりする。 させたりする。
にする。また、簡単なリズム打ち ・児童の理解度に合わせて目標を ・演奏を録音し、よりよい演奏と ・演奏を録音し、よりよい演奏と ・発声を学習に取り入れて歌唱技 ・発声を学習に取り入れて歌唱技
から始めていく。 設定し、スモールステップでやる 聴き比べて創意工夫を促す。 聴き比べて創意工夫を促す。 能を向上させる。 能を向上させる。
・指示を細かく区切っていく。ま 気を高めさせていく。 ・発声を学習に取り入れて歌唱技 ・発声を学習に取り入れて歌唱技 ・タンギングやフレーズを意識し ・タンギングやフレーズを意識し
た全体への指示がなかなか耳に入 能を向上させる。 能を向上させる。 て演奏させ器楽の演奏技能を向上 て演奏させ器楽の演奏技能を向上
らない児童については、個別に指 ・タンギングやフレーズを意識し ・タンギングやフレーズを意識し させる。 させる。
導するようにする。 て演奏させ器楽の演奏技能を向上 て演奏させ器楽の演奏技能を向上 ・新しい楽曲を鑑賞したり、演奏 ・新しい楽曲を鑑賞したり、演奏

させる。 させる。 に取り組んだりする前に既習学習 に取り組んだりする前に既習学習
・注目させたい観点が聴きとりや ・注目させたい観点が聴きとりや を振り返ることで、身に付けた能 を振り返ることで、身に付けた能
すい演奏ＣＤを精選したり、自分 すい演奏ＣＤを精選したり、自分 力を応用して鑑賞したり表現した 力を応用して鑑賞したり表現した
で録音したものを聴かせたりす で録音したものを聴かせたりす りできるようにする。 りできるようにする。
る。 る。

・ルールを守った児童にはその都 ・範唱をする前に、注目すべきと ・話し合いや振り返りの学習を習 ・話し合いや振り返りの学習を習 ・ポイントや部分を絞って録音 ・ポイントや部分を絞って録音
度褒めることで認め、ルールを守 ころを伝えておく。 慣化し、毎回の演奏活動に自然と 慣化し、毎回の演奏活動に自然と を聴きなおす。 を聴きなおす。
ることの気持ち良さを継続してい ・目標が達成できたらその都度褒 取り入れ られるようにする。 取り入れ られるようにする。 ・友達との意見交換の中で自分の ・友達との意見交換の中で自分の
く。 めていき、やる気を持続させてい ・ポイントや部分を絞って録音 ・ポイントや部分を絞って録音 気付かなかった部分に気付けるよ 気付かなかった部分に気付けるよ
・できたという気持ちを少しずつ く。 を聴きなおす。 を聴きなおす。 うにする。 うにする。
増やしていき、自尊心を高めてい ・友達との意見交換の中で自分の ・友達との意見交換の中で自分の ・発声練習や器楽の基礎練習 ・発声練習や器楽の基礎練習
く。 気付かなかった部分に気付けるよ 気付かなかった部分に気付けるよ は現在演奏に取り組んでいる は現在演奏に取り組んでいる
・児童に寄り添って丁寧な指導を うにする。 うにする。 楽曲、学習にあったものをそ 楽曲、学習にあったものをそ
心掛ける。 ・発声練習や器楽の練習はル ・発声練習や器楽の練習はル の都度取捨選択するようにす の都度取捨選択するようにす

ーティンな活動にならぬよう ーティンな活動にならぬよう る。 る。
に、現在演奏に取り組んでい に、現在演奏に取り組んでい ・既習学習の際で出た意見 ・既習学習の際で出た意見
る楽曲、ないし部分に即時に る楽曲、ないし部分に即時に ややり取りを画用紙などに ややり取りを画用紙などに
生かされるものをその都度取 生かされるものをその都度取 まとめ、記録に残しておき、 まとめ、記録に残しておき、
捨選択するようにする。 捨選択するようにする。 新たな学習の際に板書とし 新たな学習の際に板書とし
・観点を意識するための応 ・観点を意識するために応 て貼るなどその時のことが て貼るなどその時のことが
用的な学習としてその楽曲 用的な学習としてその楽曲 すぐに思い出せるようにす すぐに思い出せるようにす
と相対する特徴をもつ楽曲 と相対する特徴をもつ楽曲 る。 る。
を聴き比べてその違いを手 を聴き比べてその違いを手
掛かりに鑑賞することがで 掛かりに鑑賞することがで
きるようにする。 きるようにする。
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平成２８年度 授業改善推進プラン 〈図画工作〉 福生第三小学校

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

・対象物の形を正しく取れない児 ・表現面では、「何を作ればよい ・イメージを広げられない。 ・楽しさを味わいながら創造する ・絵の具をべったりと使ってし ・絵の具をべったりと使ってし
童がいる。 のか、描けばよいのか」分からな ・ハサミを器用に使うことができ ことができる教材・教具が必要で まう、薄めて塗ることが苦手。 まう、薄めて塗ることが苦手。

・はさみやのりを上手に使えない い児童がいる。 ず、思う形に切れない・ ある。 ・紙を切るとき、線に沿って切る ・紙を切るとき、線に沿って切る
児童が多い。 ・色を塗る際に作品に合った色づ ・水の調整など適量を操作できな ・はさみやのりの使い方や紙を折 ことができない児童がいる。 ことができない児童がいる。

・自分の発想を自由に表現するの かい（明るい色、きれいな色など）い。 るなど，指導の工夫が必要である。・うまく作品ができないときに、 ・うまく作品ができないときに、
が苦手な児童が多い。 で、塗れない児童がいる。 ・こつこつ作業を行う忍耐力を付 ・作業内容がすぐに分かるような イライラしてしまう児童がいる。 イライラしてしまう児童がいる。

・鑑賞面では、自分や友達の作品 けさせたい。 教材が必要である。 ・道具や用具の定着がされない。 ・道具や用具の定着がされない。
のどんなところがよいのか気付く ・決まったことにはできるが柔軟 ・こつこつ作業を行う忍耐力を付
ことができない児童がいる。 な発想ができない。 けさせたい。

・身近な物（生き物や植物など） ・教師が実際に作った作品を提示 ・のりの適量や仕上がりを意識し ・のりの適量や仕上がりを意識 ・絵の具と水の混ぜ具合、筆の ・絵の具と水の混ぜ具合、筆の
を描く経験を多くする。 したり、友達の作った作品を見せ ながら活動させる。 しながら活動させる。 持ち方、筆の使い方を細かく指導 持ち方、筆の使い方を細かく指導

・随時、道具の使い方について確 たりするなど、具体物を出して、 ・線に沿ってはさみで切る練習を ・線に沿ってはさみで切る練習を する。 する。
認し、視覚的に理解しやすくする イメージをもたせる。 する。 する。 ・道具を正しく使う指導をしっか ・道具を正しく使う指導をしっか
ために図や写真、実物などを用い ・例えば、明るい色はどんなもの ・描きたくなる指導の工夫を入れ ・描きたくなる指導の工夫を入れ り行う。 り行う。
て分かりやすく説明する。 か、ということを具体的な色を示 る。 る。 ・描き方、使い方など図示しなが ・描き方、使い方など図示しなが
・実物や写真などを示し、具体的 し、その色を使って描くよう指導 ・描き方など，図示しながら説明 ・描き方など，図示しながら説明 ら説明する。 ら説明する。
なイメージを持たせてから自分な する。 する。 する。 ・うまくできないと思っている児 ・うまくできないと思っている児
りの作品作りができるようにす ・普段の授業から、教師が児童の ・時間時間を積み上げられる題材 ・時間時間を積み上げられる題材 童の手立てとして、造形あそびな 童の手立てとして、造形あそびな
る。 作品にたいして称賛し、どんなと を設定する。 を設定する。 どを取り入れる。 どを取り入れる。

ころを見ていくのか児童に視点も ・造形遊びを通して様々な経験を ・造形遊びを通して様々な経験を
たせるようにする。 させていく させていく。

・様々な線に沿って切らせるな ・描き方や注意点など，児童がわ ・描き方や注意点など，児童がわ ・一時間一時間の積み上げができ ・一時間一時間の積み上げができ
ど、はさみを使う経験を増やす かりやすいよう図で示したり，手 かりやすいよう図で示したり，手 る題材を用意する。 る題材を用意する。
・描き方や注意点など、児童が分 本を見せたりしながら説明をす 本を見せたりしながら説明をす ・五感を使うような題材を用い ・五感を使うような題材を用い
かりやすいよう黒板を使い順序を る。 る。 る。 る。
図で示したり、手本を見せたりし ・画材などを吟味し、体全体を使 ・画材などを吟味し、体全体を使 ・取り組みが苦手な児童もスモー ・取り組みが苦手な児童もスモー
ながら説明をする。 って作る経験を積ませる。 って作る経験を積ませる。 ルステップで進むことができるよ ルステップで進むことができるよ

・作りたいものに合わせて用具を ・作りたいものに合わせて用具を うに授業計画を組む。 うに授業計画を組む。
選んで活動できるようにする。 選んで活動できるようにする。 ・小さな単元を入れることでいろ ・小さな単元を入れることでいろ
・のりの分量やつける範囲を具体 ・のりの分量やつける範囲を具体 いろな表現方法を学ばせる。 いろな表現方法を学ばせる。
的に指導し、用具取り扱いを徹底 的に指導し、用具取り扱いを徹底 ・用具の準備については、次時の ・用具の準備については、次時の
させる。 させる。 予定を児童に伝えるとともに、事 予定を児童に伝えるとともに、事
・放課後等で、作品を完成するま ・放課後等で、作品を完成するま 前に担任から伝えてもらうことで 前に担任から伝えてもらうことで
で取り組ませる。 で取り組ませる。 定着を図る。 定着を図る。
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平成２８年度 授業改善推進プラン 〈体育〉 福生第三小学校

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

・ルールを理解できない児童がい ・技能面では、特に「器械・器具 ・体の柔軟性に欠ける児童が多 ・運動への関心意欲が低い児童、 ・基礎的な体力・技能における個 ・体力・技能面での個人差が大き
る。 を使っての運動遊び」で、できな い。 高い児童の差が大きい。 人差が大きい。 い。
・鉄棒を正しく握れず、うまく回 い動きがある。 ・運動能力の個人差が大きい。 ・技能面での個人差が大きい。 ・勝敗にこだわり、ルールがおろ ・めあてをもって運動することが
れない児童がいる。 ・態度面では、運動やゲームのル ・マット運動などで回転すること ・めあてをもって運動することが そかになる場面がある。 できてない児童がいる。
・膝の曲げ方が不器用な児童がい ールを理解できない児童がいる。 に恐怖心をもつ児童が数名いる。 できてない児童がいる。 ・自信をもって運動することがで
る。 ・思考・判断では、基本的な動き、 ・友達同士関わりあって運動を行 きていない児童がいる。
・うんていや鉄棒にぶら下がり体 遊び方、試合のルールなどから自 うことが難しい児童がいる。
重を支えられない児童がいる。 分達で工夫した動き、遊び方、ル ・自信をもって運動することがで

ールを考えることが苦手とする児 きていない児童がいる。
童がいる。

・絵を使ってルールを視覚的に分 ・動きが身に付くよう、できない ・友達と競うより、自分の記録の ・技能の程度に応じた運動の場を ・体力・技能に対応した学習の場 ・技能の程度に応じた運動の場を
かりやすく示す。また、簡単な 児童に応じた場の設定、声かけを 伸びを楽しむよう指導する。 設ける。 を設定する。 設ける。
ルールから難しいルールへと変 する。 （学習カードの活用） ・運動時間を多く確保できるよう ・グループ内で話し合い、励まし ・運動時間を多く確保できるよう
えていくことで、段階的に学ば ・ルールが理解できるよう、図や ・体育館体育の時間には、毎回柔 に指導の仕方を考える。 合う機会を多くとる。 に指導の仕方を考える。
せる。 絵で示したり、お手本の児童に実 軟運動を取り入れる。 ・グループで運動させ、互いにア ・声のかけ方、アドバイスの仕方 ・グループで運動させ、互いにア
・動作や活動をゆっくり行い、動 際に活動させたり、視覚的に見て ・上手な児童の動きを見て、イメ ドバイスしたり、ポイントを確認 などを教え、児童の関わりがより ドバイスしたり、ポイントを確
きを確かめながら運動を行う。 分かりやすいようにする。 ージトレーニングをする時間を設 し合ったり出来るようにする。 よいものになるようにする。 認し合ったり出来るようにす
・さまざまな運動経験を積み重 ・工夫している児童の動きをみん ける。 ・体つくり運動を中心とした、様 る。
ね、体を支える感覚を養わせる。 なで見合ったり、教師がよい動き ・恐怖心をやわらげるための工夫 々な運動経験をさせる。

を児童全員に聞こえるような声で をする。（マットを敷くなど）
称賛したりする。

・準備運動の際、どこの運動をし ・固定施設（登り棒、鉄棒、うん ・体力・技能に対応した学習の場 ・グループ内で話し合う際の技能 ・技能ポイントを分かりやすく提
ているかを声かけしながら行い、 てい）を活用すること、カードを を設定する。 ポイントを提示する。 示する。
意識させる。 活用し、自己の目標をもたせるこ ・グループ内で話し合い、励まし ・鉄棒カードやなわとびカードを ・場の設定について児童にもよく
・ルールが守れて楽しく出来たと とで、休み時間の遊びにもすすん 合う機会を多くとる。 使って、休み時間も意欲的に取り 理解させ、準備を早くできるよう
きには、認め、ルールを守る気持 で取り組ませ、楽しみながら、バ ・声のかけ方、アドバイスの仕方 組ませる。 にする。
ちを継続させるよう努める。 ランス力や筋力を育てる。 などを教え、児童の関わりがより ・多くの種類の運動を経験させる
・鉄棒カードで、自己の目標をも ・グループを活用した教え合いが よいものになるようにする。 ようにする。
たせ、休み時間でも進んで取り組 できるようにする。 ・グループで活動を行う際、何を ・学習カードにめあてを書かせ、
むようにする。 伝え合うか、話し合うポイントを きちんと振り返りをさせるように

明確にさせる。 する。
・児童が夢中になる運動を取り入 ・児童相互に声を掛け合うように
れる。 促し、その中で互いの運動技能の

向上について発見させ、伝えあえ
るようにしていく。
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平成２８年度 授業改善推進プラン 〈家庭〉 福生第三小学校

５年 ６年

・裁縫は丁寧に取り組む児童が多いが、 ・裁縫の技能に個人差がある。
作業速度や技能の開きが大きい。 ・計画的に時間を配分して作品作りがで

・学習したことを普段の生活に生かそう きない児童がいる。
という意識に個人差がある。 ・家庭生活に興味をもち、よりよくしよ

うとする意欲が低い児童がいる。

・練習する際に、友達同士で教えあう場 ・ミシンの指導では、実技をしっかり見
面を多く作る。 せて個別に技能をチェックしてから、

・授業以外の場面でも、適宜学習したこ 少人数のグループとなって作業に取り
とを生かし、意識を高めていく。 組み、教え合える環境作りをして作業

・集中して説明を聞くことができるよう を進めるようにする。
に、提示の仕方を工夫する。 ・出来上がりや仕上がりのイメージをも

ち、どこまで進めばいいのかをはっきり
させる。
・授業以外の場面でも、適宜学習したこ
とを生かし、意識付けをする。
(掃除の仕方・簡単な洗濯・衣服の調

節など)

・保護者の協力を得ながら、家庭での再
実践を促し、これからの生活に生かし
ていけるようにする

・ミシンボランティアを活用し、児童の
基礎的な技能の定着を図る。
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