
３ 教科全体として配慮すること

文章に慣れていないためか、読み込むことを苦手にしている子が多い。音読や読書の時間を学校
や家庭の中でも多くし、文章に触れる機会を多くしていく。読書を日常化していく事を努めてい
く。また、書くことを面倒に思ってしまう子が多いので、慣れるまで繰り返し指導していく。

課題①

漢字を書く力が十分に身についていない。読み方
の違いや活用が違うと混乱してしまう。

・ミニテストを繰り返し行っていき、しっかりと
覚える、漢字クイズなど楽しく色々な使い方を覚
える、など指導の仕方を工夫する。

課題②

句読点、「へ、に、を、は」の使い方が十分に理
解できていない子がいる。

作文例を視写させるなど、よい書き方を書いて覚
える。また、自分の作文を音読することや互いに
読みあうことで間違いを見つける。

課題④

課題②

課題③

課題④

課題③

（２）指導と評価の実態や日常の児童の実態より

物語や説明文の主題の理解やそれに対する記述の
能力が不足している。

文章に慣れていないためか、読み込むことを苦手
にしている子が多い。音読や読書の時間を学校や
家庭の中でも多くし、文章に触れる機会を多くし
ていく。読むことと同時に考えることを日常化し
ていくよう努めていく

２ 授業改善策１ 課題

（１）各調査の分析結果より

自分の考えたことを書いて表現する力が足りな
い。物語の続きを書く想像力と表現する力が不足
している。

日常の楽しかったことや感じたことなどを日記に
書くことによって、文を書くことに慣れる。

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４年 教科 国語



３ 教科全体として配慮すること

○一人一人が学習課題をもって追求できるよう、資料の提示の仕方や導入を工夫していく。
○学習していく中で、自分たちが何気なく生活している影で一人一人が気をつけていけばもっと生
活が改善されていくことがあるということに気づき、実際の日常の生活の中で学んだことを生かし
ていくよう、意識化を図っていく。

課題④

課題③

学習問題について、いろいろな角度から考察する
能力が不十分である。

社会事象を様々な視点、角度から見て考えていけ
るよう、話し合い活動や意見を交換する場面を数
多く設定し多角的な見方ができるようにしてい
く。

課題②

（２）日常の児童の実態より

課題①

課題④

「安全を守るくふう」では、災害や事故から人々
の安全を守る諸機関を学習しているが、防災の意
識が今一つ弱い。

消防写生会（低学年）の時などを利用して、消防
の仕事にたずさわる方の生の声を聞かせ、関心を
高め、意識化をはかっていきたい。

課題③

「水道」「ごみ」の学習において、教科書や「私
たちの足立と東京」を使って授業を進めてきた
が、自分なりの課題をもち追求していこうとする
力が弱い。

一人一人が自分の考えをもち、調べ学習など進めてい
けるようカードやワークシートを工夫する。また、日
常の中で、ニュースや新聞などでとりあげられるゴミ
問題、水不足、水質汚染などを資料として活用する。

課題②

１ 課題 ２ 授業改善策

（１）指導と評価の実態より

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４ 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 ４年 教科 算数

２ 授業改善策１ 課題

（１）各調査の分析結果より

図形に対する考え方が身に付いていない。 図形をよく観察することや具体的な操作を交え、
わかりやすく教えていく。また、身近なものをつ
かって親しみを持ちやすいようにする。図形の概
念についてしっかり教える。

課題①

（２）指導と評価の実態や日常の児童の実態より

長さ、かさ、重さについて理解し、測定する力が
十分に身に付いていない。

算数の時間にとどまらず、日常的な場面で単位を
意識させて慣れさせていく。同時に繰り返し練習
し覚えていく。

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

簡単な計算は得意であるが、イメージをしたり、読み取ったりすることが苦手である。具体的な操
作の授業を多く取り入れ、頭の中でイメージをしやすくしながら基礎を身につけていく。基礎を
しっかり押さえることを重要ししていく。

課題①

文章問題の苦手な子が多い。基礎的な計算能力は
あるものの文章問題になるとわからなくなってし
まう。

国語の文章読解力が足りないこともあるが、算数
の考え方が曖昧なところがある。繰り返し練習す
ることで定着を図っていく。

課題②



３ 教科全体として配慮すること

○理科学習の楽しさを体験できるような実験器具などの準備を十分行う。
○教材の中身が児童の興味をよびおこし、明快な問題意識をもてるような、おもしろくて意外性の
ある事象提示と問題提起を行うようなものに工夫していく。

課題④

自然の少ない地域環境の中で、動物や植物の季節
ごとの変化に目をむけ体験学習をしていくには、
校内だけでは不十分であった。

近隣にある都市農業公園の見学や園内の自然体験
プログラムを有効に活用し、体験活動をふやして
いく。

課題③

身近な動物や植物を継続して観察していく時の観
点がしっかり理解できていず、思いや感想を記入
してしまっている児童が多い。

動物や植物を継続して観察する時の観点をしっか
りおさえ、季節によって動物の活動や植物の育ち
方に違いがあることを理解させ科学的思考力を
養っていく。

課題②

（２）日常の児童の実態より

課題①

課題④

自然観察や実験から「なぜ？」「どうして？」と
いう問題意識がなかなかわいてこないため、科学
的思考が深まっていかなかった。

観察や実験をしていく過程で児童に考えさせる場
を設ける。ねらいに合った資料を提示して学習へ
の意欲・関心を高める。

課題③

電気の働きの学習では、回路図を記入したり、実
際に並列つなぎ、直列つなぎを操作したりするこ
とが十分に理解できていなかった。

作製した自動車を走らせることによって、興味・
関心を高め回路の理解を深めていく。繰り返し実
験をした後、振り返りワークシートなどで道筋を
立てて思考できるようにする。

課題②

１ 課題 ２ 授業改善策

（１）指導と評価の実態より

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４ 教科 理科



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 ４年 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

歌唱、器楽とも多様な表現を知る。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



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、彫刻刀や電動糸のこぎりのような道具も使うようになるため、安全に正しく使えるように
する。同時に表現の幅を広げる機会にしていく。

グループでの活動も取り入れ、友だちの考えのよいところに気付いたり、技術を教え合ったり、
話し合いをしたりする中で、今まで自分だけでは思いつかなかったアイデアに出会うことを期待し
ている。

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。

グループで共同製作に取り組ませ、話し合いや高
め合いができるようにする。その中で友だちの考
えのよさに気付いたり、教え合いの活動が生まれ
るようにする。

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。

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。

（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。

作品カードで、活動を見直し、自分の作品や思い
を説明する機会を持つ。自分なりに考えたり工夫
したりした部分や、できなかった部分を直して、
よりよいものにしていくことができるか看取る。

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 ４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 ４年 教科 体育

１ 課題 ２ 授業改善策

（１）指導と評価の実態より

課題①
ゲームで勝敗を素直に認めようとする力が足りな
い。

ゲームを通し、何を身に付けるのかというポイン
トを子どもたちがわかるように伝え、チームで協
力しながらできるように工夫する。

課題②
運動の中で友達と協力して助け合ったり、励まし
合ったりする場面が少ない。

積極的に見合いや教え合い学習を取り入れてい
く。

課題③

課題を正確に捉える力が不十分で、技能を高める
意識が弱かった。

写真や映像を活用しながら、わかりやすくする。
学習カードを活用し、ポイントを絞ってめあてを
はっきりさせる。

課題④

（２）日常の児童の実態より
課題①
安全に対する意識が薄い。廊下で遊んだり、走っ
たりすることがある。

体育の時間では、道具の準備や片づけの時等に安
全に気をつけることを意識させ、日常生活でも安
全について考えながら行動できるようにする。

課題②

課題③

課題④

３ 教科全体として配慮すること
○体を動かすことの心地よさや、目標に向かって友達と協力して運動することの楽しさを体験さ
せ、学習意欲を高めていく。ポイントをしっかり押さえ、子どもたちが目当てをもちやすいように
する。


