
足立区立北鹿浜小学校 学力向上に向けた授業改善計画

足立区立北鹿浜小学校 学年 ２ 教科 国語

２ 授業改善策１ 課題

（１）各調査の分析結果より

・読む力、文学的文章の登場人物についての理解
が達成できていない。

・教材文を繰り返し読み、情景や気持ちを言葉で
補いながら、内容が理解できるまで、読み深めさ
せる。

課題①

・説明的文章については、ほぼ理解できている。 ・接続語や、こそあど言葉に注目させ、順序だて
て、読み取れるようにする。

（２）指導と評価の実態や日常の児童の実態より

・言語についての知識･理解・技能が不十分な児
童が多い。

・特にひらがな表記（は・へ・を擬音など）があ
いまいな児童には、その度に正しい使い方を指導
する。また漢字の練習は、継続して毎日行うよう
にし、言語についての知識理解を深める。

・書く力に関しては、学力調査では達成できてい
る。

・読み取った内容をまとめながら学習カードに記
入したり、一言感想を書いたりしながら文章を書
く機会を多く取り入れる。

,

・音読を毎日の宿題とし、読むことを楽しんで取
り組めるようにしている。

・教科書だけでなく、詩など、児童が興味を持て
るような音読教材を用意し、継続して取り組める
ようにする。

課題②

課題③

課題④

課題④

・新出漢字が多く、正しい形で写せないことがあ
る。

・感じの成り立ちや、意味などを示して、単なる
感じ練習のみに終わらせないように工夫する。

３ 教科全体として配慮すること

・国語の学力、特に、読み取る力が学習の基本であり、どの教科にも影響してくるので、低学年の
うちから「文章を読む・書かれている内容を理解するという基礎的な内容を身に付けさせるよう繰
り返し指導していくよう配慮する。
・学校での学習内容をより一層定着させるために、家庭との連絡を密にし、音読や漢字練習、短文
作りなどでの協力をお願いする。

課題①

・皆の前で話す体験を多く取り入れて、話すこと
に抵抗がなくなるようにしているが、まだ十分と
はいえない。

・授業中の発言だけでなく、日直のスピーチタイ
ムなどを取り入れ、日頃から話す機会を設定す
る。

課題②

・話を聞く時に、話し手の方を見たり、うなずい
たりして聞く態度がまだ身に付いていない。また
聞き取る内容がわからない児童もみられる。

・聞く態度が身に付いている児童をほめたり、他
の児童の手本になるよう示したりし、いつも意識
させるようにする。また、聞き取るポイントを示
し、意識して聞くように設問を工夫する。



足立区立北鹿浜小学校 学力向上に向けた授業改善計画

足立区立北鹿浜学校 学年 ２ 教科 算数

２ 授業改善策１ 課題

（１）各調査の分析結果より

・長さや量について理解し、測定する力が十分に
身に付いていない。

・授業だけでなく、普段の生活から身の回りの測
定機器を使って、算数に慣れ、作業･体験的活動
ができるようにする。

課題①

（２）指導と評価の実態や日常の児童の実態より

・数学的な考え方が十分に身に付いていない。 ・論理的な考えができるよう児童自身の問題解決
過程を大切にする。

課題③

課題②

課題③

課題④

課題④

３ 教科全体として配慮すること

・具体的な操作や、体験的な活動をたくさん取り入れることにより、知識を着実に定着させる。
・基礎的な計算だけでなく、応用問題や、文章問題をたくさん取り入れることにより、数学的な考
え方を身に付けさせるよう配慮する。

課題①

・引き算の筆算で、繰り下がりがあるものと無い
ものが交じった場合に計算の間違いが多くなって
しまう。

・繰り下がりがあった場合に十の位の数字を斜線
で消し、一つ小さい数字に直すことを徹底させ
る。又、北鹿タイム等を使い、繰り返し、練習さ
せる。

課題②

・物差しなどを使い、正しく線を引く技能が不十
分である。

・物差しが動かないようにしっかりと押さえ、ミ
リまで正しく線が引けるように指導する。又、家
庭と連携し、家庭学習でも練習させる。



３ 教科全体として配慮すること

・児童は自分とのかかわりを強く感じることができれば、自分から考えて次々と活動を工夫するこ
とができるので、常に自分とのかかわりを意識させながら学習活動を進めるようにする。
・身近な地域での直接体験を重視した学習活動を展開する。

課題①

活動すること自体は好きで、積極的に取り組む児
童が多いが、その活動から何を学んだのか意識で
きないことが多い。

どの単元で、何を学ばせるのかをきちんと把握し
て児童にも伝えられるようにする。

課題②

課題④

課題②

課題③

課題④

課題③

生活上必要な習慣や技能を身に付けること
○カード等にまとめたり発表したりすることは少
しずつ経験してきているが、ものを作ったりアイ
ディアを出したりすることはあまりよくできな
い

・直接体験を重視し、道具などを使ってものを
作ったり、遊びを工夫したりする活動を取り入れ
るようにする。

（２）日常の児童の実態より

自分と身近な人々・社会及び自然とのかかわりに
関心を持つこと
○単元の中に特に人とかかわり合う場面を必然的
に設けているが、対象が限られてしまう。

・かかわり合う人を家族や友達などの身近な人か
ら異学年・地域の人等へ少しずつ広げていけるよ
うにする。

自分自身や自分の生活について考えること
○単元で学んだことを、自分への気付きとして捉
えることは不十分である。

・常に自分に戻って、自分への気付きという視点
をもって振り返ることができるように、学習カー
ド等を工夫する。

２ 授業改善策１ 課題

（１）指導と評価の実態より

具体的な活動や体験を通すこと
○児童が興味関心を持って活動・体験ができるよ
う指導計画を立てているが、実際には不十分な面
もある。

・なるべく児童が自主的な活動ができるような場
面をどの単元にも取り入れるようにする。

課題①

足立区立北鹿浜小学校 学力向上に向けた授業改善計画

足立区立北鹿浜小学校 学年 ２ 教科 生活



３ 教科全体として配慮すること

楽しく授業に参加すること、音楽の楽しさを味わうことが大切である。歌唱、器楽、身体表現にか
たよりがないよう、計画するとともに基礎基本を押さえた教材の研究、開発が必要である

課題①

リズムがとれない児童 常時活動として、模倣リズム、即興リズムなどの
リズム指導を取り入れる。

課題②

鍵盤ハーモニカの手の形、運指がぎこちない児童 範奏を繰り返し行い、個人指導をしていく

課題④

課題②

課題③

課題④

課題③

（２）日常の児童の実態より

楽しくは歌っているが音程を正しくとる
ことができない

集中して音を聴く。周りの声を聴く。音の高さの
違いに気付くようにする。

身体表現においては興味を持って取り組
んでいる。もっと思いきり表現することがで
いるといい

音楽を身体で感じ、身体で感じることので
きる楽しさを味わうことのできる表現活動
を取り入れる。

２ 授業改善策１ 課題

（１）指導と評価の実態より

楽しく意欲的に活動している。さらにその
意欲を継続、持続させたい。

歌集を利用し、季節の歌や身体表現をしながら歌
うなど、興味を持って取り組める教材を選ぶ。

課題①

足立区立北鹿浜小学校 学力向上に向けた授業改善計画

足立区立北鹿浜小学校 学年 ２ 教科 音楽



足立区立北鹿浜小学校 学力向上に向けた授業改善計画

足立区立北鹿浜小学校 学年 ２ 教科図画工作

２ 授業改善策１ 課題

（１）指導と評価の実態より

児童の授業の活動観察における評価規準が明確で
ないため、特に感性や鑑賞に関する評価が難し
い。

活動ごとの評価規準を明確にする。特に活動中の
態度や、自分なりの工夫などは、アイデアスケッ
チや活動の様子を記録しておくことで感性面を評
価する資料として用いる。

課題①「つくりだす喜びを味わう」ことの評価

（２）日常の児童の実態より

満足した活動ができたかの判断は、主観的になり
やすいので、児童自身の自己評価が必要である。

振り返りカードで、自分の活動を見直し、自分の
作品や思いを説明する機会を持つ。作品をつくる
上での工夫や、変化が読み取れるように、活動の
過程がわかるように記録しておく。

関心をもってみているかどうかの判断がしにくい
ため、評価が曖昧になる。

様々な鑑賞の活動を取り入れる。作品を活動中に
取り上げてよいところを紹介したり、掲示板や黒
板に展示したり、遊ぶものなどは一緒に遊ぶ活動
をする中で友だちの作品のよさに気付かせる。

課題③「やりぬく力」の育成

表現することが苦手な子や、自分の表現に自信の
ない子、反対にじっくり取り組むことができない
子に対して、それぞれにあった指導が必要であ
る。

一つひとつの課題を、必ず最後までやりぬくこと
を徹底する。また、「最後まで」ということを意
識させるために、作品に題名をつけさせる。

課題②「つくる楽しさを味わう」ことの評価

課題③「見ることに関心をもつ」ことの評価

課題④

課題④

３ 教科全体として配慮すること

自信を持って自分の表現ができる環境作りが第一である。また、他者のよさや違いを認める態度
と感覚を育てるために鑑賞の時間も単元ごとに設定したい。その二つの相乗効果で、自己実現へつ
なげていく。また、体験を通して表現が豊かになるように、体全体を働かせた活動や、場所や材
料、友だちとかかわりながら活動する造形遊びを積極的に取り入れる。

課題①「準備・持ち物」の意識付け

子どもが授業に向かう姿勢や造形感覚を育む上
で、持ち物や材料を自分でそろえることが、関心
意欲を高めるために重要だが徹底できていない。

学級担任に、次の課題の持ち物を事前に伝えた
り、忘れ物をしている子を回覧板を通して記録し
て伝える。家庭にも働きかけてもらって、学級・
専科双方向から指導をおこなう。

課題②「かかわりを中心とした活動」の不足

グループや友だちとかかわりながら行う活動の経
験が乏しい。

グループやクラスで作品を共有する活動を取り入
れ、話し合いや高め合いができるような楽しめる
題材や造形遊びや鑑賞活動に取り組む。



３ 教科全体として配慮すること

・基礎的な体力を作り、学習経験の充実を図るためにも、色々な運動の経験が出来る場を設定して
いく。
・学習カード等を工夫し、児童一人一人が自分の目当てを持ち、楽しく主体的に学習できるように
する。

課題①

・水に対する恐怖心があったり、浮くことに対し
て抵抗のあるなど、水泳に対して積極的でない児
童がいる。

・水に対して抵抗がある子に対しては、水なれの
活動を多く取り入れることにより、水への恐怖心
を取り除いていく。又、家庭でも、水に親しむ練
習をするなど、協力してもらう。

課題②

課題④

課題②

課題③

課題④

課題③

（２）日常の児童の実態より

・鉄棒や、登り棒など固定施設を使った運動の技
能が十分でない。

・授業の最初に毎回固定施設を使った運動を取り
入れるなど、継続的に運動をする機会を確保す
る。
・学習カードを活用し、課題を意識させる。

２ 授業改善策１ 課題

（１）指導と評価の実態より

・勝敗にこだわり、正しい態度をとれないことが
ある。

・お互いに協力できたチームを褒めたり、励まし
たりすることにより、協力してゲームを行う楽し
さや、勝ち負け以外の価値を理解させる。

課題①

足立区立北鹿浜小学校 学力向上に向けた授業改善計画

足立区立北鹿浜小学校 学年 ２ 教科 体育


