
３ 教科全体として配慮すること

○「読む」「書く」「話す」「聞く」の力をつけるため、基礎的なことは身に付くよう指導してい
く。
○音読・漢字の書き取りは、家庭学習等にして、日常的に行う。

課題①

話を聞き取る力が不十分である。 話を聞かせる時、集中させる。要点が何かをつか
む訓練をする。また、聞き取った内容を確認しあ
わせる。

課題②

既習の漢字を日常生活に使えない。 漢字で表す便利さをわからせる。作文等の中で既
習の漢字を使っているかチェックし、指導する。

課題④

課題②

課題③

課題④

課題③

発表の時、声が小さく、しっかりと発表できる子
が少ない。

発表の機会を増やし、ほめたり、励ましたりす
る。

「応用・発展」の達成率が低い。
（達成率が５４．８％）

授業で扱ったこと以外のことでもプリント等で補
充学習させる。

（２）指導と評価の実態や日常の児童の実態より

読む力が不十分である。
（達成率が６９．４％）

音読を続けるととともに授業の中でも指名読み、
群読等、工夫して取り入れていく。

昨年度に比べ、「言語についての知識・理解・機
能」の達成率が２．９％下がってしまった。

短文作り、漢字カード作り、意味調べの強化を図
る。

２ 授業改善策１ 課題

（１）各調査の分析結果より

書く力が不十分である。
（達成率が５８．１％）

国語科の作文だけでなく、日記や発見カード、読
書感想等、書く機会を増やす。

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

足立区立北鹿浜学校 学年 ３ 教科 国語



３ 教科全体として配慮すること

○日常生活の中でいろいろなものに関心を持たせる。
○学習を生活の中に活かせるよう工夫する。

課題①

地図の見方がまだ不慣れである。 地図を用いる機会を増やす。

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

自分の住んでいる地域や区に関して知識や関心が
薄い。

もっと関心を持つよう折に触れて地域や区のこと
について保起提起をしていく。

２ 授業改善策１ 課題

（１）指導と評価の実態より

地図記号・土地の利用の仕方について理解が乏し
い。

繰り返し授業の中で扱う。

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

足立区立北鹿浜学校 学年 ３ 教科 社会



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 ３ 教科 算数

２ 授業改善策１ 課題

（１）指導と評価の実態より

「数学的な考え方」の達成率が低い。
（６１．３％）

基礎基本をしっかり身につけさせた上で、プリン
ト等で考えを深めていく。
解決過程を児童自身に説明させる。

課題①

（２）指導と評価の実態や日常の児童の実態より

「応用・発展」の達成率が低い。
（６１．３％）

授業での工夫や発展的な内容をプリント等で学習
させる。

課題③

「時間・時刻」の学習の理解が低い。 家庭学習等で、繰り返し学習させる。また、家庭
とも連絡をとり、日常生活の中でも考える機会を
増やしてもらう。

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

○四則計算の基礎を習得させる。
○文章問題を解く力をつけるため、文章問題に多く取り組ませる。

課題①

計算が速い子、遅い子の差が大きい。 遅い子への継続的な指導を強化する。
（家庭学習・残り学習等）

課題②

文章問題が苦手な子が多い。 問題により多く取り組ませる。なぜそうなったの
かを理解させる。
児童の考え方を引き出し、生かす。



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 ３ 教科   理科

２ 授業改善策１ 課題

（１）指導と評価の実態より

身近な虫や植物について関心のある子が少ない。 校庭や都市農業公園・荒川土手などの環境を生か
し、体験活動を多く取り入れる。
調べ学習をしたり、共に教え合ったりして関心を
高める。

課題①

（２）日常の児童の実態より

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

より多くのことに関心が持てるように体験学習を取り入れ、問題を投げかけたりする。自然や生命
に対する考えが持てるようにする。

課題①

観察カードの取り組みをしているが絵が細かさに
欠け、文章においても詳しさに欠ける。

よい例を示したり、アドバイスをしたりして、よ
り細かく、詳しくかけるようにする。

課題②



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。加えて、新たな道具や材料との出会いの時期でもあるため、安全に正しく道具
を使い、興味を持ってじっくりと材料や道具とかかわり、十分に体験できる活動を設定する。

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。

課題④

課題②「進んで表現する」ことの評価

課題③「よさや美しさに関心をもつ」ことの評価

課題④

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。

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。完成した
充実感をもたせるように、活動後の鑑賞・展示
も行う

（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、作品や
思いを説明する機会を持つ。活動中の児童のつ
ぶやきを受け止める。発展的な工夫や、家庭で
の準備など積極的な態度も評価する。

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。

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する。また、友だち
と協力したり意見を交換する活動を取り入れて
互いのの作品のよさに気付かせる。

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「豊かな想像をする」ことの評価

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 ３年 教科 図画工作



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 ３ 教科 音楽

２ 授業改善策１ 課題

（１）指導と評価の実態より

リコーダーに関心を持ち、主体的に取り組むこと
ができるようにしたい。

できたという成就感をもてるようなスモールス
テップの学習方式をとる。

課題①

（２）日常の児童の実態より

歌唱の表現力を高めたい。 個々の声の出し方や表情など具体的な助言や範
唱、友達の上手なところを認めていくような授業
をする。

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

リコーダーの導入時期にあたるので、基礎をしっかりと押さえて指導にあたる。形にとらわれない
表現力を伸ばしてほしいので児童がお互いのよさを認めていけるような関係も育てていきたい。

課題①

２部合唱の美しさや楽しさを味わわせたい 元気に歌うことに加えて、曲想によってきれいな
歌声を心がけ、歌い分けられるようにする。

課題②

友達と練習したり、合わせたりする活動を楽しむ
ようになってほしい

グループでのアンサンブルを取り入れ、グループ
活動の素地を養う



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 ３ 教科 体育

２ 授業改善策１ 課題

（１）指導と評価の実態より

ボールを投げる距離が短い。 投げる運動の機会を増やしたり、投げ方の指導の
強化をする。

課題①

（２）日常の児童の実態より

なわとびの能力が乏しい。 日常生活の中に取り入れていく。体育の授業の準
備運動として行う。また、クラス遊びにおいても
行う。

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

○からだを動かすことの楽しさを味あわせたい。毎時間、運動量を確保した授業を心がけ、体力の
向上をはかりたい。

課題①

体力が低下している。寝不足だったり、朝ご飯を
食べていない子が少なくない。

規則正しい生活をするように促したり、食育の学
習を総合的な学習の時間に取り入れていく。

課題②

全体的に運動能力が低下している。 外遊びを取り入れたり、認め合い励ましあう集団
づくりをしたりして、運動の楽しさを味えるよう
にする。


