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令和４年度 授業改善推進プラン  国分寺市立第二小学校

個に合った指導やＩＣＴツールの活用を通して、児童一人一人が取りこぼすことなく「分かった」という喜びがもてる授業

（１）「全国学力・学習状況調査」の分析（小学校６年生） （２）東京都「児童・生徒の学力向上を図るための調査」の分析（小学校４～６年生） （３） その他の資料を活用した分析

学力・学習状況調査の分析 生活習慣や学習習慣に関する質問紙調査の分析 ・授業の理解度は９割程度が「分かる」「どちらかといえば分かる」と回答している。一

方で分からない内容を抱えている子もいるため、苦手な部分については繰り返し練習して

身に付けさせるようにしていく必要がある。

・「わかりやすい授業」と「得意とする教科」については関連が見られたので、引き続き

わかりやすい授業を展開できるようにしていく。

・学習に苦手意識をもっている子の割合がどのクラスも同程度あった。どの子も学習課題

を理解できるよう工夫し、学習に必然性をもたせていくようにする。

活用した資料名及び分析結果

国語、算数、理科ともに全国や都の平均正答

率を大きく上回っている。特に、国語の読

む・書く、算数の図形はよく理解できてい

る。得点分布をみると３％程度が平均を下

回っていることが分かった。下位層の児童の

引き上げが課題である。

生活習慣については、肯定的回答が全国や都の平均

を上回っており、規則正しい生活ができていること

が見て取れた。「自分の良いところを認めてもらっ

ている」と感じている児童が多く、クラスで友達同

士が認め合い協働できる場が作られていることが分

かった。一方で相談できないと感じている児童もい

ることが分かり、対話できる時間の確保が必要だと

考える。

東京都統一体力テスト （６月実施11月結果の返

却）

東京ベーシックドリル診断テスト（7月実施）

・全体としての学習内容の定着率は高いが、前学年

で分からなかった内容をそのままにしている傾向が

あった。繰り返し練習して取りこぼしが無いように

していく必要がある。

・句読点やかぎかっこを正しく使うなど、正しい文章の書き方ができていない。

・間違えた問題の類似問題に取り組んだり自主的な反復練習をしたりといった学習方法が分かっていない。

・メモを取ったり線を引いたりしながら読むことをしておらず、工夫した学習を進めることを苦手としている。

・課題解決に向けた方法を自ら道筋を立てて考えていくことを苦手としており、課題解決の方法を身に付けさせる必要がある。

・写真や図などの資料の読み取り方法が分からない児童が多い。

・学力差、個に応じた指導、対応を工夫する。

・ICTの有効活用。動画や写真などから問題提示を行い、興味をもたせながら児童の気付きを増やしていく。

・学びポケットや東京ベーシックドリルを活用し、自ら調べたり反復練習したりさせ、自ら学ぼうとする姿勢、思考力を育てる。

・小グループでの問題解決型の授業に取り組み、探究的、協働的な学びを充実させる。
5 各教科における授業改善の方策

国語 社会 算数 理科 生活 音楽 図画工作 家庭 体育 外国語 道徳
・話型・声の大きさ、相

手を見て、自分の考えと

比べながら聞く等の基本

を押さえる。

・ICTを使って表現し、

自分の考えを発信した

り、友達の意見を受信し

たりできるようにする。

・一斉学習に加え、理解

度に応じた課題を設定

し、指導形態を多様化す

る。

・ICTを使って個の到達

度に応じた課題に取り組

ませ、習熟できるように

する。

・自然や人（友達・地

域）とふれあいがもてる

体験学習をたくさん取り

入れる。

・季節の変化を写真をで

記録するなど、ICTを活

用した活動を取り入れ、

気付きを共有できるよう

にする。

・リズム遊びを取り入れ

たり、グループ学習を

行ったりすることで、友

達といっしょに音楽を楽

しませるようにする。

・個別指導の時間を設

け、技能の向上を図る。

・単元の導入で、めあて

を確認させ、単元の終わ

りに振り返りをさせる。

・自分の考えを書く時間

を確保し、交流の時間を

もつことで自分の考えを

深められるようにする。

・資料から、学習課題を

設定し、児童が主体的に

学習できる単元計画を作

成する。

・授業で学んだことを文

章にまとめることで、学

習した内容や大切な言葉

などを意識できるように

する。

・自分の考えを図や表、

式など様々な方法で表現

をさせ、伝え合う活動を

設けることで、考えを深

め広げられるようにす

る。。

・問題場面を絵や図で表

現し、解決方法を導かせ

る。

・練習問題を解くことを

通して習熟を図る。

・自然や実物に触れる機

会を増やし、理科的な現

象を授業でも取り上げ、

科学的な視点をもたせ

る。

・学んだことを文章でま

とめることを通して、学

習した言葉を意識させ、

内容の理解を深める。

・扱った項目について、

実践・習慣化できるよう

ワークシートを工夫す

る。

・教材での出来事（価値

項目）と自分の生活経験

を結びつけて考えられる

よう、導入とまとめの発

問を厳選する。

・一人一人の発想や技能

を活かせるように教材を

工夫し、基本的な道具や

画材を扱えるように計画

する。

・鑑賞の時間を設定し、

友達の作品の良さに気付

けるようにする。

・児童の実態に合った

ルールや教具を用意し、

遊びを通して運動を楽し

むようにさせる。

・タブレットを活用し、

良い動きを共有できるよ

うにする。

・学習の内容について深

く考えるために、体験や

ロールプレイを取り入れ

る。

・ICT等を活用し、児童

の考えを共有し、道徳的

な価値について多面的に

考えることができるよう

にする。

・課題に対しての評価を

定期的に行い、達成感を

もたせるようにする。

・ICT機器等も活用しな

がら、互いの音を聞き合

い、音楽を作ろうとする

態度を育成する。

・下絵や設計図をかか

せ、構成の時間を十分に

設ける。

・鑑賞や交流場面を増や

し、友達の良いところを

認められるようにする。

・チームで作戦などを考

えさせ、お互いを認め、

チームで活動することの

楽しさを味合わせる。

・ICTを活用し、自分の

動きを確認させて、それ

を基に考えを伝え合う場

面を設ける。

・自分の思いを具体的に

し、色や形に表す活動を

意図的に設定する。

・友達の作品を見合い、

よりよい作品を作ろうと

する機会を設定する

・製作では、交流する場

を設定し、児童が考えを

広げたり深めたりできる

ようにする。

・自分の日常生活を見つ

めることを通して、具体

的な課題を設定し、主体

的に取り組めるようにす

る。

・ＩＣＴ機器を活用する

等、友達同士で運動を見

合い、伝え合う活動を取

り入れ、技能を伸ばした

り、思考力を高めたりす

る。

・児童が主体的に取り組

める課題を設定するとと

もに、互いのよさをを認

め合える活動を取り入れ

る。

・自分の考えや立場を明

確にもたせて話し合いを

させる。

・ＩＣＴを活用し、考え

を共有していく。

・人物相関図を用いて、

物語の全体像をとらえる

ことができるようにす

る。

・グループでの話し合い

等を設定し、考えをまと

めて話すことができるよ

うにする。

・朝学習の時間に簡単な

問題に取り組ませ、読解

力や語彙力を高める。

・ICTや思考ツールを活

用しながら、資料から読

み取ったことを整理させ

ることで、自分の考えを

まとめたり深めたりでき

るようにする。

・習熟度に応じた問題、

課題を設定し、自力解

決、グループ共有等を通

して問題解決する活動を

設定する。・ＩＣＴや東

京ベーシックドリル等を

活用して、練習問題に取

り組み、習熟を図る。

・実験の結果を考察につ

なげやすいように観察の

視点を明確にさせる。

・予想を立てる際に、理

由をはっきりさせ自分の

言葉で説明させること

で、探究的な学びにして

いく。

・気付きと感じたことを

曲の構造と結び付けて考

えられるようにする。ま

た、友達との思いも大切

にしながら一緒に表現で

きるよう促す。

・ICT機器を活用しなが

ら、互いの音を聞き合

い、音楽を作ろうとする

態度を育成する。

【授業改善推進プランの活用法】
①「１ 学校として目指す授業」を設定する。

※学校経営方針との関連を確認すること。

②「１ 学校として目指す授業」に関する各種調査の特徴的な課題を「２ 児童

の現状」にまとめる。

③「２ 児童の現状」を基に，学校全体の課題を焦点化して，「３ 児童の学

力・学習状況等の課題」にまとめる。

④「３ 児童の学力・学習状況等の課題」を基に，「４ 学校全体の授業改善の

視点」を設定する。

⑤「４ 学校全体の授業改善の視点」を基に、「５ 各教科における授業改善の

方策」を設定する。 → 学校指導課へ提出する。

⑥12月末に実施状況を評価し、３学期以降の指導に生かす。
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