
３ 教科全体として配慮すること

　「読むこと」は全ての学習の基礎となり、これがおろそかになると、算数の文章題や社会の資料
読み取りなど、多くの分野で力が発揮できなくなる。このことから、一人一人の語彙を広げるため
に、繰り返し音読することや熟語の意味を考える習慣をつけることで、言語に対する知識、そして
この知識を用いる技能を身に付けさせていく。

課題①

話を最後まで聞かないために、学習の見通しが
最後までしっかりと持てないことが多い。

大事なところやポイントをわかりやすい言葉で
表現し、児童が主体的に活動できるようにする。

課題②

　「話すこと」に対して苦手意識を持っている児
童が多い。

朝のスピーチタイムで、人前で自分の思いや考
えを伝える機会を設け、スピーチの習慣化を図る
中で、話すことに自身を持たせる。

課題④

課題②

課題③

課題④

課題③

言葉についての知識が乏しい。 朝自習や北鹿タイムで読書の時間を設け、多く
の熟語や言葉に出会わせる。

（２）指導と評価の実態や日常の児童の実態より

物語文は読解できるが、説明文となると難しい
熟語や指示語などにとまどい、読解力が落ちる。

熟語の意味に触れながら音読できるような支援
と、指示語のあり方や用い方についての解説を加
えた授業を行う。

書く力に乏しい。 個に応じた試写練習シートを用いて、丁寧な字
で、筋の通った文章が書けるようにしていく。

２ 授業改善策１ 課題

（１）各調査の分析結果より

  前学年までの漢字の読み、書きができていな
い。また、読めるけど意味が分からない熟語が多
い。

前学年までの漢字を復習させる。また、熟語の
意味にも着目させ、進んで辞書を引き、語彙を広
げていくようにさせる。

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５年 教科 国語



２ 授業改善策１ 課題

（１）指導と評価の実態より

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５年 教科 社会

（２）日常の児童の実態より

国土や気候を生かした産業についての理解が十
分でない。

国内の農林水産業、工業について取り上げてい
く中で、なぜその地域で盛んなのか話し合う活動
を取り入れていく。

課題③

課題②

課題③

課題④

課題①

資料やグラフの読み取りが苦手である。 資料やグラフを拡大コピーして、黒板に貼り付
け、読み取り方を指導する。

課題④

３ 教科全体として配慮すること

○産業や通信について学習することが、自分たちの暮らしに関係あるものとして考えられるように
配慮する。
○よりよい調べ方、まとめ方を学んでいけるように、他の領域や教科との十分な関連を図る。
○暗記だけに終わらず、ある事象が社会生活や環境にどのような影響をもたらしているか、また自
分たちの生活にどのように関わっているか考えながら学習を進めていく。

課題①

情報収集の仕方、まとめ方が苦手である。 板書のメモ、資料集や図書文献、パソコンを利
用して、箇条書きや絵や写真を添えて、わかりや
すくまとめる。さらに感想を添えることで、情報
を自分のものにさせる。VTRや出前授業も機会を
見つけて取り入れる。

課題②

時事の問題にあまり興味がなく、社会の動きを
把握していない。

現代社会で話題になっていることを、授業の中
で分かりやすく取り上げる。



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 北鹿浜小 学校 学年 ５ 教科 算数

２ 授業改善策１ 課題

（１）各調査の分析結果より

全体的に前学年までの学習が身に付いていない
児童が多い。

第４学年までの学習について習得状況を調査し
計算については家庭と連携し、家庭学習にして繰
り返し練習をさせる。

課題①

小数の相対的なとらえ方や小数の計算が身に付
いていない。

北鹿タイムや補充教室を利用して習熟に必要な
練習問題に取り組ませる。

（２）指導と評価の実態や日常の児童の実態より

補充教室やアドバイススクール指導し、基礎学
力の定着を図る。

正三角形の作図、複雑な図形の面積の求め方が
身に付いていない。

復習の時間をとり、繰り返し学習させる。

課題③

家庭と連携し、家庭学習として課題を与え、繰
り返し練習させることにより定着を図る。

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

児童一人一人が意欲的に取り組めるようにその子の進度に合ったプリントなどを準備する。個別
指導により、できる喜びを体験させ、自信を持たせるようにする。また、児童が興味・関心を持っ
て学んでいけるような学習材の開発やじっくり考える場の保障をする。

課題①

理解に差があり、個人差が大きい。 少人数制を導入し、児童一人一人に合った指導
をすることにより、基礎学力を身に付けさせる。

課題②

放課後の補充教室を利用することにより、定着
を図る。



実験器具の使い方や重要用語についての理解が
不十分である。

板書を工夫したりポイントをまとめて掲示した
りする。

３ 教科全体として配慮すること

児童の理科的な気づきを大切にし、基礎的な知識として覚えなければならない用語をワークシー
トなどの活用を通して身に付けさせる。さらに、総合的な学習との時間との連携を図り、児童の知
識・理解が具体的な体験を通して実感のあるものになるようにする。

課題②

課題④

課題①

教科書に書かれている実験や野外観察には興
味・関心を示すが、児童一人一人が今までの学習
を生かし、自らが実験方法を考えたり仮説を立て
たりすることは十分でない。

児童が意欲的に取り組めるよう、教材・教具を
工夫する。また、児童一人一人が課題を選択して
取り組む調べ学習を設けたり、実験させたりす
る。

課題②

課題③

その時間に学習したことをワークシートを使っ
て書きこませ、基礎・基本の定着を図る。

（２）日常の児童の実態より

植物の発芽と成長の条件を混同している。 観察当番を決め、全員が体験を通して理解でき
るようにする。

課題③

課題④

２ 授業改善策１ 課題

（１）指導と評価の実態より

人の誕生やメダカの成長について連続的な理解
が不十分である。

視聴覚教材を活用し、興味・関心を高める。

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 ５ 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 ５ 教科 音楽

２ 授業改善策１ 課題

（１）指導と評価の実態より

音楽に対し興味関心がある児童が多く児童の、思
いや願いを実現していくようにしていきたい

選曲を工夫し、より関心を持って取り組むことの
できる曲を取り扱う

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

興味関心、技能に個人差が出てくるので、音楽で教える、人間関係や取り組む姿勢の部分を大切に
していく。読譜、リズム読み等基本的なことは全員ができるようにする

課題①

自分の演奏だけにとどまらず、より多くの本物に
ふれてほしい

鑑賞においては第一印象を大切にし、何を聴いた
のかを明らかにする。また、聴くポイントを明ら
かにし、聴き方を身につける。

課題②

音楽を通して、多くの友達とかかわりお互いに認
めあい、高まっていくような関係を育てたい。

グループ学習やクラス、学年の合奏を通して自分
の役割と責任を重んじ、聴く、合わせる能力を養
うとともに、人間関係を育てる場を設定する。



足立区立北鹿浜小学校 学力向上に向けた授業改善計画

足立区立北鹿浜小学校 学年 ５ 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「想像力を働かせる」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。活動によって
は、計画表を書いて自分の活動を毎時間振り返え
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。

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。また、自
分なりの表現というものについて考えさせる。

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「つくりだす喜びを味わう」ことの評価

課題③「よさや美しさを感じ取る」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。

課題にあった表し方を考え、美しさやおもしろさなど自分なりの観点をもって作品作りに取り組
ませる。

また、友だちの表現のよさや斬新さにふれ、自分の作品をよりよいものにしていく機会とするた
めに、活動中にも友だちの作品や参考作品を鑑賞させる。

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。

友だちと作品について話したり、おもちゃであれ
ば交換して遊んだりして、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。



３ 教科全体として配慮すること

家庭の一員として家庭生活をよりよくしようとする態度を身に付けさせるために、学習したこと
が家庭で生かされるよう、家庭との連携を図る。

課題①

調理実習などの体験的な学習には興味・関心を
示すが、自ら考え工夫して取り組んだり実生活に
生かしたりすることは十分でなはない。

調理実習の学習では家庭と連携し、実生活の中
でも実習することにより、今後の生活に生かして
いけるようにする。

課題②

製作学習では実物標本や段階標本などを手に
とって見て考えることができるようにし、見通し
を持って取り組めるようにする。

課題④

課題②

課題③

課題④

課題③

個に応じた教材内容の精選や教材を複数用意し
て、学習の仕方を多様化するよう努力する。

（２）日常の児童の実態より

全体的に興味・関心は高いが、自ら進んで考え
実践する態度が乏しい。

学習カードなどを活用することで、計画を立て
させ、実践する態度を身に付けさせる。

２ 授業改善策１ 課題

（１）指導と評価の実態より

裁縫など、技術面での個人差が大きい。 友だち同士の教え合いを取り入れる。

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 ５年 教科 家庭科



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５年 教科 体育

２ 授業改善策１ 課題

（１）指導と評価の実態より

課題①

（２）日常の児童の実態より

課題③

めあてを持たず、運動に取り組む児童がいる。 どの領域でも常にめあてを持って運動できるよ
う、学習カードを取り入れたり、指導中に今日の
めあては何か聞いてみたりする。また、友達と安
全に楽しく学び合う態度も身に付けさせる。

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

体育の時間は多くの児童が楽しんで取り組む時間であるが、「楽しい」だけに終わらず、十分な
運動量の確保と、常にめあてを持って取り組むよう、指導内容を工夫していくべきと考える。ま
た、全教科の中で一番かかわり合う場面を作りやすい教科なので、ゲームでも練習でも児童がかか
わり合う場を教師が意図的に設定していきたい。その中で、言葉のかけ方や安全面での配慮をし、
楽しく充実したものになるようにしたい。

課題①

器械運動の基礎が身に付いていない児童が多い マット運動では手のつけ方、首の曲げ方とタイ
ミングを再度確認して、技の広がりをもたせる。
跳び箱では、助走と踏み切り、手をつく位置など
を再度確認して、技の広がりをもたせる。

課題②

クロール、平泳ぎの泳法が身に付いていない。 共にキック、プル、コンビの順で個別に指導し
ていく。児童にも分かりやすい合い言葉を考えて
課題解決のための意識をもたせる。


