
様式１ 

令和３年度 授業改善推進プラン（小学校学級担任用） 

福生第一小学校  第１学年１組  担任 三好 裕大 

１ 福生市学力・学習状況調査の結果 

 分類 意識調査の質問項目 組 全国 

学
び
に
向
か
う
力 

感情の 
コントロール 

   

   

    

目標の達成 
   

   

他者との協働    

学力と関係が
深い質問 

   

   

   

 領域名 学力調査の分析 ○成果 ▲課題 

国
語 

言葉・情報・言
語文化 

 

話すこと・聞
くこと 

 

書くこと 
 

読むこと 
 

算
数 

数と計算  

図形  

変化と関係  

データの活用 
 

２ 児童の実態 ３ 児童の実態を踏まえた授業改善の取組 

【国語】 

・多くの児童が積極的に発言できる。しかし、「話す聞く」

の切り替えに課題がある。 

・ひらがなは、９割の児童が読むことできる。書きは、鏡

文字や似ている字を書いてしまうなど、定着がまだで

きていない児童もいる。 

・拗音や促音が全体的に課題である。 

【算数】 

・足し算の習得率が高いが、引き算は数字を逆にして立

式する児童もいる。 

・全体的に、文章題が課題である。言葉の意味を理解でき

ずに式を立ててしまう。 

【国語】 

・活動が終わってから、児童の注意を教師に向けさせ、短

い指示を送る。 

・ひらがなのフラッシュカードを見せ、発音しながら、繰

り返し正しい文字を認識させていく。 

・朝学習など、短時間でできる拗促音のプリントを繰り

返し行わせる。 

【算数】 

・ドリルやミライシード等で、復習をしたり苦手なとこ

ろを繰り返し行ったりすることで既習事項の定着を図

る。 

・文章題では、言葉の意味やポイントに線を引かせ、その

都度確認する。 

４ ミライシードとの連携機能を活用した取組 

個別ドリルの実施状況  

確認テストの実施状況  

 

 

 

 

 



様式１ 

令和３年度 授業改善推進プラン（小学校学級担任用） 

福生市立福生第一小学校  第１学年２組  担任 新保 麻紀 

１ 福生市学力・学習状況調査の結果 

 分類 意識調査の質問項目 組 全国 

学
び
に
向
か
う
力 

感情の 
コントロール 

   

   

    

目標の達成 
   

   

他者との協働    

学力と関係が
深い質問 

   

   

   

 領域名 学力調査の分析 ○成果 ▲課題 

国
語 

言葉・情報・言
語文化 

 

話すこと・聞
くこと 

 

書くこと 
 

読むこと 
 

算
数 

数と計算  

図形  

変化と関係  

データの活用 
 
 

２ 児童の実態 ３ 児童の実態を踏まえた授業改善の取組 

【国語】 

・学習意欲が高く、積極的に発言する児童が多数いる。し

かし、発言して終わりという認識があり、友達の意見を

聞いて反応できる児童は少ない。 

・ひらがなの読みについては、９割の児童ができる。書き

については、鏡文字や似ている字を書いてしまうなど、

定着がまだできていない。 

・拗音や促音「お」「を」「は」「わ」の判別が全体的に課

題である。 

【算数】 

・数字の順番や大きさについては、理解が見られる。（手

を使っている子も含む）足し算は習得率が高いが、引き

算は苦手意識をもつ児童もいる。 

・全体的に、文章題が苦手である。数字のみに注目してし

まい、言葉の意味を理解できずに式を立ててしまう。 

【国語】 

・友達の考えを聞き返す発問を適宜取り入れる。 

・隙間の時間にひらがなのフラッシュカードを見せ、発

音しながら、繰り返し正しい文字を認識させていく。 

・「書くこと」については、ビジョントレーニングの時間

を授業の始めに設け、少しずつ定着を図る。 

 

 

【算数】 

・スモールステップで発問し、理解しているのかどこで

つまずくのかを確認しながら授業をすすめる。 

・文章題では、想像できるように挿絵を使いながら行う。

その都度言葉の意味を確認する。 

４ ミライシードとの連携機能を活用した取組 

個別ドリルの実施状況  

確認テストの実施状況  

 

 

 



様式１ 

令和３年度 授業改善推進プラン（小学校学級担任用） 

福生市立福生第一小学校  第２学年１組  担任  平井 孝記 

１ 福生市学力・学習状況調査の結果 

 分類 意識調査の質問項目 組 全国 

学
び
に
向
か
う
力 

感情の 
コントロール 

５ 家の人は自分のことを気にかけてくれている ８０．０％ ９０．２％ 

25 自分には、先生や友だちからほめられるような得意なこと
がある 

７５．０％ ８１．８％ 

26 自分の力をできるだけ伸ばしたいと思う ８９．５％ ９１．７％ 

目標の達成 

10 ふだんから「不思議だな」、「なぜだろう」と感じることが
ある 

６０．０％ ５３．３％ 

15 ものごとを最後までやり遂げてうれしかったことがある ６５．０％ ８７．８％ 

他者との協働 
56 私は、友達を馬鹿にしたり、からかったりせず、一人一人

の心や命を大切にしている 
８５．０％ ６４．７％ 

学力と関係が
深い質問 

11 学習していて、おもしろい、楽しいと思うことがある。  ７５．０％ ８５．０％ 

   

   

 領域名 学力調査の分析 ○成果 ▲課題 

国
語 

言葉・情報・言
語文化 

▲全国平均正答率を１．１ポイント下回り、（漢字を読む（林をあるく。））設問に課題がある。 

話すこと・聞
くこと 

▲全国平均正答率を１．９ポイント下回り、（放送された内容のテーマを選ぶ）設問に課題があ
る。 

書くこと 
▲全国平均正答率を１６．３ポイント下回り、（蚊取り線香の形の工夫を書く）設問に課題があ
る。 

読むこと 
▲全国平均正答率を３．８ポイント下回り、（行動の理由を読み取って選ぶ）設問に課題がある。 

算
数 

数と計算 
▲全国平均正答率を１．９ポイント下回り、（場面を式に表し，答えを求める(2位数＋1位数)）
設問に課題がある。 

図形 
▲全国平均正答率を７．９ポイント下回り、（図が何枚の色板でできているか正しいものを選ぶ）
設問に課題がある。 

測定 
▲全国平均正答率を５．１ポイント下回り、（正しい時刻を指している時計を選ぶ（○時○分））
設問に課題がある。 

データの活用 
▲全国平均正答率を１．７ポイント下回り、（問題文から位置関係を読み取り，正しい人数を答
える）設問に課題がある。 

２ 児童の実態 ３ 児童の実態を踏まえた授業改善の取組 

【国語】授業に集中できず、姿勢がくずれてしまう児童が

数名いるものの、学級全体として、学習に意欲的に取り組

むことができる児童が多い。特に漢字の学習では、ほとん

どのテストで平均点が９０点を上回っている。一方で、書

くことに関しては、文章の構成を工夫したり、文末表現を

統一したりすることに課題がある。また、語彙の少なさか

ら、言葉の意味を理解できず、文章の内容を捉えられない

児童もいる。 

【算数】くり上がりやくり下がりのない計算でもつまず

く児童が多くいる。測定については、具体物を用いないと

問題を解くことができない。特に、時刻を読んだり、時間

を計算したりすることに課題が残る。 

【国語】漢字の学習には、意欲的に取り組むことができる

児童が多くいるため、既習の漢字や言葉を使おうとする

意識を高めることができるよう指導する。書くことに関

して、文章の構成を意識できるよう、文章の構成メモを作

ってから、清書に取り組むようにする。語彙を増やしてい

けるよう、朝の時間等を使って、読書の習慣を身に付けさ

せる。 

【算数】基礎的な計算に反復して取り組み、計算の速さや

確実性を高める。児童が楽しみながら学習に取り組み、主

体性を高めることができるように、具体物を用いて体験

的な学習を多く取り入れる。ICT機器を授業に活用し、視

覚的にも分かりやすい授業を行う。 

４ ミライシードとの連携機能を活用した取組 

個別ドリルの実施状況 令和３年８月末時点で完了している児童  ９２％（２３人／２５人中） 

確認テストの実施状況 令和３年８月末時点で完了している児童  ９２％（２３人／２５人中） 

 

 

 



様式１ 

令和３年度 授業改善推進プラン（小学校学級担任用） 

福生市立福生第一小学校  第２学年２組  担任 髙橋 慧二朗 

１ 福生市学力・学習状況調査の結果 

 分類 意識調査の質問項目 組 全国 

学
び
に
向
か
う
力 

感情の 
コントロール 

５ 家の人は自分のことを気にかけてくれている ８１．０％ ９０．２％ 

25 自分には、先生や友だちからほめられるような得意なこと
がある 

７１．４％ ８１．８％ 

26 自分の力をできるだけ伸ばしたいと思う ６６．７％ ９１．７％ 

目標の達成 

10 ふだんから「不思議だな」、「なぜだろう」と感じることが
ある 

２８．６％ ５３．３％ 

15 ものごとを最後までやり遂げてうれしかったことがある ８５．７％ ８７．８％ 

他者との協働 
56 私は、友達を馬鹿にしたり、からかったりせず、一人一人

の心や命を大切にしている 
５２．４％ ６４．７％ 

学力と関係が
深い質問 

11 学習していて、おもしろい、楽しいと思うことがある。  ７５．０％ ８５．０％ 

   

   

 領域名 学力調査の分析 ○成果 ▲課題 

国
語 

言葉・情報・言
語文化 

▲全国平均正答率を２．９ポイント下回り、（「は・を・へ」を書く）設問に課題がある。 

話すこと・聞
くこと 

▲全国平均正答率を５．１ポイント下回り、（木村さんが入ったおふろを選ぶ）設問に課題があ
る。 

書くこと 
▲全国平均正答率を３．６ポイント下回り、（物語の場面を読み取って書く）設問に課題がある。 

読むこと 
▲全国平均正答率を９．３ポイント下回り、（登場人物の心情を選ぶ）設問に課題がある。 

算
数 

数と計算 
▲全国平均正答率を８．１ポイント下回り、（絵の動物のぬいぐるみの左から5個を○で囲む）
設問に課題がある。 

図形 
▲全国平均正答率を３．４ポイント下回り、（図が何枚の色板でできているか正しいものを選ぶ）
設問に課題がある。 

測定 
▲全国平均正答率を１．６ポイント下回り、（正しい時刻を指している時計を選ぶ（○時○分））
設問に課題がある。 

データの活用 
○全国平均正答率を２．１ポイント上回り、（場面を式に表し，答えを求める（何十+何十））設
問に成果がある。 

２ 児童の実態 ３ 児童の実態を踏まえた授業改善の取組 

【国語】 

文字に対しての意欲は高く、漢字を覚えようと繰り返し

漢字を書く姿が見られる。話すこと・聞くことに関して

は、発表が苦手である。また、音声を聞き取ってメモをす

ることが苦手である。書くことに関しては、文章を構成す

ることに課題がある。読むことに関しては、物語を楽しみ

ながら読む姿勢が見られた。 

【算数】 

数と計算の習熟に課題がある。測定については、具体物を

用いないと、イメージがしづらい。データの活用について

は、文章や絵から、式を立てることに苦手意識がある。 

【国語】 

漢字については、音声や体の動きをもとに指導を行う。話

すこと・聞くことについては、日頃からメモを取ったり、

発表したりしていく。書くことに関しては、単元の中で、

文章を書く場面を設定する。必要であれば、構成を考え、

書かせる。読むことに関しては、読書の時間に読み方を指

導したり、音読を定期的に行ったりする。 

【算数】 

数と計算については、ミライシードや習熟プリントに繰

り返し取り組ませる。測定については、具体物を用いた指

導を引き続き行う。データの活用については、ICT機器を

活用して、問題を作成し合うなど、協働的な活動を行う。 

４ ミライシードとの連携機能を活用した取組 

個別ドリルの実施状況 令和３年８月末時点で完了している児童 １００．０％（２４人／２４人中） 

確認テストの実施状況 令和３年８月末時点で完了している児童  ８３．３％（２０人／２４人中） 

 

 

 



様式１ 

令和３年度 授業改善推進プラン（小学校学級担任用） 

福生第一小学校  第３学年１組  担任 小谷田 宏美 

１ 福生市学力・学習状況調査の結果 

 分類 意識調査の質問項目 組 全国 

学
び
に
向
か
う
力 

感情の 
コントロール 

５ 家の人は自分のことを気にかけてくれている ９５．２％ ９５．３％ 

25 自分には、先生や友だちからほめられるような得意なこと
がある 

８０．０％ ８３．４％ 

26 自分の力をできるだけ伸ばしたいと思う ７６．２％ ９３．３％ 

目標の達成 

10 ふだんから「不思議だな」、「なぜだろう」と感じることが
ある 

５７．１％ ６３．０％ 

15 ものごとを最後までやり遂げてうれしかったことがある ９０．５％ ９０．８％ 

他者との協働 
61 私は、友だちを馬鹿にしたり、からかったりせず、一人一

人の心や命を大切にしている 
７６．２％ ７１．５％ 

学力と関係が
深い質問 

57 私は，学校や授業で発言している人の話を最後までしっか
り聞いている。 

９０．５％ ９３．８％ 

58 私は，友だちの話に賛成・反対・つけたしと，つなげるよ
うに発言している。 

７１．４％ ７６．７％ 

24  授業を集中して受けている。 ９５．２％ ９３．６％ 

 領域名 学力調査の分析 ○成果 ▲課題 

国
語 

言葉・情報・言
語文化 

▲全国平均正答率を８．１ポイント下回り、（指定された漢字の部分が何画目か選ぶ（虫））設
問に課題がある。 

話すこと・聞
くこと 

○全国平均正答率を０．７ポイント上回り、（放送された内容に合っているものを聞き取って選
ぶ）設問に成果がある。 

書くこと 
▲全国平均正答率を５．５ポイント下回り、（登場人物の心情を読み取り，想定される発言を書
く）設問に課題がある。 

読むこと 
▲全国平均正答率を８．７ポイント下回り、（文章の内容と合っているものを選ぶ）設問に課題
がある。 

算
数 

数と計算 
▲全国平均正答率を１０．３ポイント下回り、（3位数－2位数の筆算をする（繰り下がりあり））
設問に課題がある。 

図形 ▲全国平均正答率を５．１ポイント下回り、（直角三角形を作図する）設問に課題がある。 

測定 
▲全国平均正答率を１１．２ポイント下回り、（2つのかさの差で正しいものを選ぶ）設問に課
題がある。 

データの活用 
▲全国平均正答率を１１．６ポイント下回り、（グラフからあてはまる項目を選ぶ）設問に課題
がある。 

２ 児童の実態 ３ 児童の実態を踏まえた授業改善の取組 

【国語】 

・基礎的な語彙力や漢字の定着に課題があり、幼促音を

理解していない児童も多く個人差が大きい。 

・作文や感想文、新聞などを書く際、自分の伝えたいこと

を文章で表現することが苦手な児童が多く、なかなか

書き出せなかったり、短い文章で終わってしまったり

する児童もいる。 

【算数】 

・学習に対しての意欲は高いが、既習事項が定着してい

ない児童が多い。特にかけ算九九に不安がある児童が

多数いる。 

・問題をよく読まず、内容を理解しないまま問題を解こ

うとする児童が多いため、ちょっとしたミスをしてし

まい点数に結びつかない。 

【国語】 

・基礎的な語彙力や漢字等を定着させるために、読書を

推進したり、漢字の読み書きの練習をする時間を増や

したりする。 

・文章を書くことに慣れるために、書く機会を増やす。そ

れを、児童同士読み合ったり、良い文章を教師が紹介し

たりしながら、文章を書くことへの抵抗感をなくし、よ

りよい文章が書けるよう指導していく。 

【算数】 

・ドリルやミライシード等で、復習をしたり苦手なとこ

ろを繰り返し行ったりすることで既習事項の定着を図

る。 

・問題に落ち着いて取り組めるよう、授業でも問題をよ

く読み、自身で考える時間を取りながら指導を進める。 

４ ミライシードとの連携機能を活用した取組 

個別ドリルの実施状況 令和３年８月末時点で完了している児童  ８０．１％（１７人／２１人中） 

確認テストの実施状況 令和３年８月末時点で完了している児童  ８０．１％（１７人／２１人中） 

 



様式１ 

令和３年度 授業改善推進プラン（小学校学級担任用） 

福生第一小学校  第３学年２組  担任 久下 恭介 

１ 福生市学力・学習状況調査の結果 

 分類 意識調査の質問項目 組 全国 

学
び
に
向
か
う
力 

感情の 
コントロール 

５ 家の人は自分のことを気にかけてくれている ９５．０％ ９５．３％ 

25 自分には、先生や友だちからほめられるような得意なこと
がある 

７５．０％ ８３．４％ 

26 自分の力をできるだけ伸ばしたいと思う ８９．５％ ９３．３％ 

目標の達成 

10 ふだんから「不思議だな」、「なぜだろう」と感じることが
ある 

７５．０％ ６３．０％ 

15 ものごとを最後までやり遂げてうれしかったことがある ９０．０％ ９０．８％ 

他者との協働 
61 私は，友だちをばかにしたりからかったりせず，一人ひと

りの心や命を大切にしている。 
５０．０％ ７１．５％ 

学力と関係が
深い質問 

57 私は，学校や授業で発言している人の話を最後までしっか
り聞いている。 

８５．０％ ９３．８％ 

58 私は，友だちの話に賛成・反対・つけたしと，つなげるよ
うに発言している。 

８０．０％ ７６．７％ 

24  授業を集中して受けている。 ９５．０％ ９３．６％ 

 領域名 学力調査の分析 ○成果 ▲課題 

国
語 

言葉・情報・言
語文化 

○全国平均正答率を２．４ポイント上回り、（仲間の言葉を表す言葉としてあてはまらないもの
を選ぶ）設問に成果がある。 

話すこと・聞
くこと 

▲全国平均正答率を３ポイント下回り、（放送された内容に合っているものを聞き取って選ぶ）
設問に課題がある。 

書くこと 
▲全国平均正答率を８．４ポイント下回り、（登場人物の心情を読み取り，想定される発言を書
く）設問に課題がある。 

読むこと 
▲全国平均正答率を６ポイント下回り、（登場人物の行動の理由を選ぶ）設問に課題がある。 

算
数 

数と計算 
▲全国平均正答率を３．９ポイント下回り、（3位数－2位数の筆算をする（繰り下がりあり））
設問に課題がある。 

図形 ▲全国平均正答率を１８．６ポイント下回り、（直角三角形を作図する）設問に課題がある。 

測定 
▲全国平均正答率を８．７ポイント下回り、（登場人物の考え方に沿って，長さを比べる）設問
に課題がある。 

データの活用 
▲全国平均正答率を５．２ポイント下回り、（グラフからあてはまる項目を選ぶ）設問に課題が
ある。 

２ 児童の実態 ３ 児童の実態を踏まえた授業改善の取組 

【国語】学習に対しての意欲は非常に高く、授業に参加し

ようとしている児童が多い。一方で、意見の表出に自信が

もてない児童もおり、理解していても発表に結び付かな

いことがある。基礎的な語彙力や漢字の定着に課題があ

るため、作文や感想文、新聞などを書いても、内容がまと

まらず、自分の伝えたいことを書くことができない児童

もいる。 

【算数】算数に苦手意識をもっている児童もいる。既習事

項が身に付いていないため、思考するのが困難な場合が

多い。コンパスや定規などの基本的な扱い方が十分に定

着していない。四則演算、特にかけ算九九が定着していな

い児童もいる。 

【国語】小集団での学習を多く設定し、話すことへの抵抗

感を軽減するとともに、自分の考えを伝えられる場を多

く設定する。漢字の読み書き、語彙力を高めるために、ミ

ニテストやテスト直し等に繰り返し取り組ませ、日常か

ら習った漢字や言葉は使うように指導する。授業で文章

を書く機会を多く設けたり、事前にメモを書かせること

で順序立てて書けたりするよう指導する。 

【算数】児童が主体的に学び、学ぶ楽しさを実感するため

に、体験的な活動を多く取り入れたり、問題解決的な学習

を多く展開したりする授業を行う。授業の始めに既習事

項を振り返る活動を行い、理解の定着を図る。ICT機器を

授業に活用し、視覚的にも分かりやすい授業を行う。 

４ ミライシードとの連携機能を活用した取組 

個別ドリルの実施状況 令和３年８月末時点で完了している児童  86．3％（19人／22人中） 

確認テストの実施状況 令和３年８月末時点で完了している児童  90．9％（20人／22人中） 

 

 

 



様式１ 

令和３年度 授業改善推進プラン（小学校学級担任用） 

福生市立福生第一小学校  第４学年１組  担任 瀬川 敦 

１ 福生市学力・学習状況調査の結果 

 分類 意識調査の質問項目 組 全国 

学
び
に
向
か
う
力 

感情の 
コントロール 

８ 家の人は自分のことを気にかけてくれている ９１．３％ ９１．８％ 

53 自分には、先生や友だちからほめられるような得意なこと
がある 

９５．７％ ７５．９％ 

54 自分の力をできるだけ伸ばしたいと思う ９５．７％ ９１．１％ 

目標の達成 

18 ふだんから「不思議だな」、「なぜだろう」と感じることが
ある 

６５．２％ ６５．７％ 

26 ものごとを最後までやり遂げてうれしかったことがある １００％ ８７．５％ 

他者との協働 
104 私は、友達を馬鹿にしたり、からかったりせず、一人一人

の心や命を大切にしている 
８７．０％ ８１．１％ 

学力と関係が
深い質問 

32 授業で習ったことを、ふだんの生活とむすびつけて考えて
いる。 

６９．６％ ６５．９％ 

99 私は，友だちの話に賛成・反対・つけたしと，つなげるよ
うに発言している。 

７３．９％ ６５．６％ 

43  調べてわかったことをもとに，考えをまとめることができ
る。 

８２．５％ ６９．２％ 

 領域名 学力調査の分析 ○成果 ▲課題 

国
語 

言葉・情報・言
語文化 

▲全国平均正答率を１０．４ポイント下回り、（会話文に合う指示語（こそあど言葉）を選ぶ）
設問に課題がある。 

話すこと・聞
くこと 

▲全国平均正答率を７．６ポイント下回り、（川島さんの発表の工夫を選ぶ）設問に課題がある。 

書くこと 
▲全国平均正答率を６．８ポイント下回り、（場面と状況を把握して登場人物の心情を書く）設
問に課題がある。 

読むこと 
▲全国平均正答率を１２．７ポイント下回り、（場面と状況を把握して登場人物の心情を選ぶ）
設問に課題がある。 

算
数 

数と計算 
▲全国平均正答率を９．７ポイント下回り、（2位数÷1位数＝1位数（あまりあり）の計算をす
る）設問に課題がある。 

図形 
▲全国平均正答率を１５．７ポイント下回り、（二等辺三角形の作図をする）設問に課題がある。 
 

測定 
▲全国平均正答率を１１．４ポイント下回り、（家を出発した時刻で正しいものを選ぶ）設問に
課題がある。 
 

データの活用 
▲全国平均正答率を７．９ポイント下回り、（棒グラフを読み取り，一番短いものを選ぶ）設問
に課題がある。 

２ 児童の実態 ３ 児童の実態を踏まえた授業改善の取組 

【国語】授業に対して集中して取り組む児童が多くいる。

しかし、日本語の読み書きが不得意なため、学習意欲が低

い児童がいる。４年生の国語の指導だけでなく、前学年で

の指導内容を確実に復習していくことが必要だ。 

 

 

【算数】計算問題に対して意欲的に取り組む児童が多く

いる。しかし、算数に苦手意識をもっている児童が若干名

いる。低学年で学習した、かけ算九九、時計の読み取り方

に課題のある児童がいる。日々の学習の中で、既習の学習

内容の振り返りの時間を設けることが必要だ。 

【国語】漢字の読み取りや書き取りに課題のある児童が

いる。既習の漢字であっても振り仮名を付けることで、漢

字の多さによってやる気のなくなっていく児童に対応し

ていく。 

 

【算数】足し算では指を使って計算する児童や、かけ算九

九を覚えていない児童に対して、数ブロックや視覚的な

掲示物を活用した授業を行う。また、九九の暗唱なども

日々取り組んでいく。 

 

【ICT機器】タブレット型パソコンを活用することで、漢

字の書き取りに課題のある児童も楽しんで授業を行える

手立てを実践する。 

４ ミライシードとの連携機能を活用した取組 

個別ドリルの実施状況 令和３年８月末時点で完了している児童  ９０．９％（２０人／２２人中） 

確認テストの実施状況 令和３年８月末時点で完了している児童  ９０．９％（２０人／２２人中） 



様式１ 

令和３年度 授業改善推進プラン（小学校学級担任用） 

小学校  第４学年２組  担任 本庄 諄美 

１ 福生市学力・学習状況調査の結果 

 分類 意識調査の質問項目 組 全国 

学
び
に
向
か
う
力 

感情の 
コントロール 

５ 家の人は自分のことを気にかけてくれている。 ９１.１％ ９１.８％ 

53 自分には、先生や友だちからほめられるような得意なこと
がある。 

８０．０％ ７５．９％ 

54 自分の力をできるだけ伸ばしたいと思う ９５．０％ ９１．１％ 

目標の達成 

18 ふだんから「不思議だな」、「なぜだろう」と感じることが
ある。 

９０．０％ ６５．７％ 

26 ものごとを最後までやり遂げてうれしかったことがある。 ９４．７％ ８７．５％ 

他者との協働 
104 私は、友達を馬鹿にしたり、からかったりせず、一人一人

の心や命を大切にしている。 
７５．０％ ８１．１％ 

学力と関係が
深い質問 

32授業で習ったことを、ふだんの生活とむすびつけて考えてい
る。 

７０．０％ ６５．９％ 

99私は，友だちの話に賛成・反対・つけたしと，つなげるよう
に発言している。 

８０．０％ ６５．６％ 

43 調べてわかったことをもとに，考えをまとめることができ
る。 

８０．０％ ６９．２％ 

 領域名 学力調査の分析 ○成果 ▲課題 

国
語 

言葉・情報・言
語文化 

○全国平均正答率を０．６ポイント上回り、（漢字を書く（学校から歩いてかえる。）設問に成
果がある。 

話すこと・聞
くこと 

▲全国平均正答率を４．５ポイント下回り、（川島さんの発表の工夫を選ぶ）設問に課題がある。 

書くこと 
▲全国平均正答率を１３．５ポイント下回り、（地下鉄に対する当時の人たちの思いを書く）設
問に課題がある。 

読むこと 
▲全国平均正答率を１３．０ポイント下回り、（心情についてのまとめの表の空欄を埋める）設
問に課題がある。 

算
数 

数と計算 
▲全国平均正答率を２．４ポイント下回り、（3 位数×2 位数＝5 位数の計算をする）設問に課
題がある。 

図形 
○全国平均正答率を５．８ポイント上回り、（ボールが入った箱の辺の長さで正しいものを選ぶ）
設問に成果がある。 

測定 
▲全国平均正答率を１２．０ポイント下回り、（重さの単位の関係で正しいものを選ぶ）設問に
課題がある。 

データの活用 
▲全国平均正答率を７．２ポイント下回り、（棒グラフから2つの項目の差の時間を選ぶ）設問
に課題がある。 

２ 児童の実態 ３ 児童の実態を踏まえた授業改善の取組 

【国語】学習に対しての意識は非常に高く、自分の考えを

もったり、友達に伝えたりと授業に参加しようとしてい

る児童が多い。漢字は全国平均を上回っている。読み書き

が不得意なため、国語の授業で心情の読み取りの学習に

重点を置き、指導していく。 

 

【算数】学習に対しての意識が高い児童が多い。重さなど

の単位を苦手としている児童が多い。図形を得意とする

児童が多いが、グラフから読み取る力が弱い。 

 

【国語】 

話し合い活動を設け、登場人物の心情を読み取る力をつ

ける。自分の考えていることを文章化できるよう、授業内

で考える時間を取る。 

 

 

【算数】３年生までの既習事項を復習してから、単元に入

る等、復習してから学習を進めていく。グラフを読み取る

力が弱いため、社会科などでも、グラフの読み取りについ

て指導していく。 

４ ミライシードとの連携機能を活用した取組 

個別ドリルの実施状況 令和３年８月末時点で完了している児童  80％（16人／20人中） 

確認テストの実施状況 令和３年８月末時点で完了している児童  80％（16人／20人中） 

 

 



様式１ 

令和３年度 授業改善推進プラン（小学校学級担任用） 

福生市立福生第一小学校  第５学年１組  担任 上條 大樹 

１ 福生市学力・学習状況調査の結果 

 分類 意識調査の質問項目 組 全国 

学
び
に
向
か
う
力 

感情の 
コントロール 

８ 家の人は自分のことを気にかけてくれている ９６．２％ ９３．７％ 

53 自分には、先生や友だちからほめられるような得意なこと
がある 

８４．６％ ７５．１％ 

54 自分の力をできるだけ伸ばしたいと思う ８４．６％ ９１．９％ 

目標の達成 

18 ふだんから「不思議だな」、「なぜだろう」と感じることが
ある 

７６．９％ ６９．５％ 

26 ものごとを最後までやり遂げてうれしかったことがある ９６．２％ ９０．１％ 

他者との協働 
104 私は、友達を馬鹿にしたり、からかったりせず、一人一人

の心や命を大切にしている 
８４．６％ ８３．４％ 

学力と関係が
深い質問 

28 テストで間違えた問題は、もう一度やり直している。 ７３．１％ ７３．５％ 

29 授業で学んだことなどを自分なりにノートにまとめ直し
ている。 

６９．２％ ５８．４％ 

30 新しく習ったことは、何度もくり返し練習している。 ５７．７％ ６０．４％ 

 領域名 学力調査の分析 ○成果 ▲課題 

国
語 

言葉・情報・言
語文化 

▲全国平均正答率を４．８ポイント下回り、動物に関することわざとして正しいものを選ぶ設
問に課題がある。 

話すこと・聞
くこと 

▲全国平均正答率を３．９ポイント下回り、雨宮さんが楽しみにしていることを聞き取って選
ぶ設問に課題がある。 

書くこと 
▲全国平均正答率を１．４ポイント下回り、文章について話し合いの空欄に入る正しい言葉を
書きぬく設問に課題がある。 

読むこと 
▲全国平均正答率を５．６ポイント下回り、段落の役割として正しいものを選ぶ設問に課題が
ある。 

算
数 

数と計算 
▲全国平均正答率を４．３ポイント下回り、３位数÷２位数＝２位数（余りあり）を計算する
設問に課題がある。 

図形 
▲全国平均正答率を０．８ポイント下回り、面積の単位でaからha、m2に変換したものを選ぶ
設問に課題がある。 

変化と関係 
▲全国平均正答率を０．５ポイント下回り、伴って変わる２つの数量の関係を式に表したもの
を選ぶ設問に課題がある。 

データの活用 
▲全国平均正答率を３．６ポイント下回り、折れ線グラフをかく設問に課題がある。 

２ 児童の実態 ３ 児童の実態を踏まえた授業改善の取組 

【国語】学習に前向きに取り組む児童が多い。特に、漢字

５０問テストで全員が９５点を上回るなど、漢字の学習

対する意欲は高い。一方で、漢字の読み取り、書き取り以

外の言葉・情報・言語文化に関わる知識や文章を読み取る

力は、全国の平均を大きく下回り、課題となっている。 

【算数】授業のめあてを達成しようとよく考え、伝え合う

姿が見られる。粘り強く取り組む姿勢も徐々に身に付き、

学力にもつながっている。しかし、数と計算については課

題である。わり算の筆算や小数のたし算、ひき算など基本

的な計算が身に付いていない児童がいる。また、学習した

ときは理解していても、繰り返し学習する機会が足りず、

定着していない。 

【国語】漢字の学習では高い意欲を継続できるように授

業の中でたくさん褒める。課題となった漢字の読み取り、

書き取り以外の言葉・情報・言語文化に関わる知識につい

ては、国語の授業に限らず、ことわざや慣用句を紹介した

り、辞典を用いたりすることで児童に親しみをもたせる。

また、読み取る力については、文章の段落ごとに捉える活

動を重視し、継続的に取り組む。 

【算数】基礎的な計算については、計算の仕方を授業の中

で繰り返し確認する時間を設け、児童が自分の苦手とし

ている計算を捉えさせる。その上で、自主学習ノートやミ

ライシードを活用し、くり返し練習問題に取り組ませる

ことで正確に計算する力を育てる。 

４ ミライシードとの連携機能を活用した取組 

個別ドリルの実施状況 令和３年８月末時点で完了している児童  ９２．３％（２４人／２６人中） 

確認テストの実施状況 令和３年８月末時点で完了している児童  ９２．３％（２４人／２６人中） 

 

 

 



様式１ 

令和３年度 授業改善推進プラン（小学校学級担任用） 

福生市立福生第一小学校  第５学年２組  担任 小森 麻亜沙 

１ 福生市学力・学習状況調査の結果 

 分類 意識調査の質問項目 組 全国 

学
び
に
向
か
う
力 

感情の 
コントロール 

５ 家の人は自分のことを気にかけてくれている ９２．３％ ９３．７％ 

25 自分には、先生や友だちからほめられるような得意なこと
がある 

８０．８％ ７５．１％ 

26 自分の力をできるだけ伸ばしたいと思う ９２．３％ ９１．９％ 

目標の達成 

10 ふだんから「不思議だな」、「なぜだろう」と感じることが
ある 

７６．９％ ６９．５％ 

15 ものごとを最後までやり遂げてうれしかったことがある ９２．３％ ９０．１％ 

他者との協働 
56 私は、友達を馬鹿にしたり、からかったりせず、一人一人

の心や命を大切にしている 
８８．５％ ８３．４％ 

学力と関係が
深い質問 

28 テストで間違えた問題は、もう一度やり直している。 ６５．４％ ７３．５％ 

29 授業で学んだことなどを自分なりにノートにまとめ直し
ている。 

６５．４％ ５８．４％ 

30 新しく習ったことは、何度もくり返し練習している。 ５７．７％ ６０．４％ 

 領域名 学力調査の分析 ○成果 ▲課題 

国
語 

言葉・情報・言
語文化 

▲全国平均正答率を 4.8ポイント下回り、動物に関することわざとして正しいものを選ぶ設問
に課題がある。 

話すこと・聞
くこと 

▲全国平均正答率を13.9ポイント下回り、雨宮さんが楽しみにしていることを聞き取って選ぶ
設問に課題がある。 

書くこと 
▲全国平均正答率を 4.3ポイント下回り、文章について話し合いの空欄に入る正しい言葉を書
きぬく設問に課題がある。 

読むこと 
▲全国平均正答率を 1.1ポイント下回り、段落の役割として正しいものを選ぶ設問に課題があ
る。 

算
数 

数と計算 
▲全国平均正答率を 3.7ポイント下回り、３位数÷２位数＝２位数（余りあり）を計算する設
問に課題がある。 

図形 
▲全国平均正答率を2.6ポイント下回り、面積の単位でaからha、m2に変換したものを選ぶ設
問に課題がある。 

変化と関係 
▲全国平均正答率を 3.4ポイント下回り、伴って変わる２つの数量の関係を式に表したものを
選ぶ設問に課題がある。 

データの活用 
○全国平均正答率を0.2ポイント上回り、折れ線グラフをかく設問に成果がある。 

２ 児童の実態 ３ 児童の実態を踏まえた授業改善の取組 

【国語】学習に前向きに取り組む児童が多い。特に、漢字

テストに向けて高い点数を取ろうとする意識が高く、間

違えやすい漢字を教え合ったり、繰り返し練習したりす

る場面が見られる。一方で、話すこと・聞くことに関わる

知識や文章を読み取る力は、全国の平均を大きく下回り、

課題となっている。日頃から心情理解などで考えを文章

化する問題では思考を止めてしまう児童もいる。 

【算数】授業のめあてを達成しようとよく考え、伝え合う

姿が見られる。粘り強く取り組む姿勢も徐々に身に付き、

学力にもつながっている。結果として、データの活用では

全国平均を上回る成果をあげることができた。しかし、数

と計算については課題がある。授業時は理解していても、

くり返しが不十分であるために、基本的な計算が身に付

いていない児童や知識の定着が不十分な児童もいる。 

【国語】漢字の学習では、高い意欲を継続できるように授

業の中でたくさん褒める。また、全体の意識を高めるため

に、学級の平均点を伝える等、集団として頑張れるような

声掛けを行う。課題となった話すこと・聞くことに関わる

内容については、インタビュー活動などを通して、発表の

仕方の指導を丁寧に行うと共に、まとめ方やメモの取り

方など、聞く姿勢の指導を充実させる。また、読み取る力

については、文章の段落ごとに捉える活動や、登場人物の

気持ちを想像して読む活動を、継続的して取り入れる。 

【算数】基礎的な計算については、計算の仕方を授業の中

で繰り返し確認する時間を設け、児童が自分の苦手とし

ている計算を捉えさせる。その上で、自主学習ノートやミ

ライシードを活用し、くり返し練習問題に取り組ませる

ことで正確に計算する力を育てる。 

４ ミライシードとの連携機能を活用した取組 

個別ドリルの実施状況 令和３年８月末時点で完了している児童  80．7％（21人／26人中） 

確認テストの実施状況 令和３年８月末時点で完了している児童  80．7％（21人／26人中） 

 



様式１ 

令和３年度 授業改善推進プラン（小学校学級担任用） 

福生市立福生第一小学校  第６学年１組  担任 松元 みき 

１ 福生市学力・学習状況調査の結果 

 分類 意識調査の質問項目 組 全国 

学
び
に
向
か
う
力 

感情の 
コントロール 

8 家の人は自分のことを気にかけてくれている ９１．７％ ９２．５％ 

53 自分には、先生や友だちからほめられるような得意なこと
がある 

７５．０％ ７２．４％ 

54 自分の力をできるだけ伸ばしたいと思う ８３．３％ ９２．４％ 

目標の達成 

18 ふだんから「不思議だな」、「なぜだろう」と感じることが
ある 

７０．８％ ７０．８％ 

26 ものごとを最後までやり遂げてうれしかったことがある ８７．５％ ９０．８％ 

他者との協働 
56 私は、友達を馬鹿にしたり、からかったりせず、一人一人

の心や命を大切にしている 
７９．２％ ８０．１％ 

学力と関係が
深い質問 

103 わたしは話し合いのとき、考えや意見を進んで出してい
る。 

５４．２％ ５７．９％ 

114 家で学習するときは、苦手な教科もしっかりと学習してい
る。 

６２．５％ ７５．４％ 

119 授業で習ったことは、その日のうちに復習している。 ２５．０％ ４４．７％ 

 領域名 学力調査の分析 ○成果 ▲課題 

国
語 

言葉・情報・言
語文化 

▲全国平均正答率を５．０ポイント下回り、（漢字の読み「氷河期の化石」）設問に課題がある。 

話すこと・聞
くこと 

▲全国平均正答率を８．０ポイント下回り、（カタツムリを飼うときの注意点を選ぶ）設問に課
題がある。 

書くこと 
▲全国平均正答率を８．７ポイント下回り、（叙述についての会話文の空欄に入る言葉を書く）
設問に課題がある。 

読むこと 
▲全国平均正答率を５．３ポイント下回り、（登場人物の心情を選ぶ）設問に課題がある。 

算
数 

数と計算 ▲全国平均正答率を７．１ポイント下回り、（79.8÷5.6を計算する）設問に課題がある。 

図形 ▲全国平均正答率を８．０ポイント下回り、（三角形の面積を求める）設問に課題がある。 

変化と関係 ▲全国平均正答率を６．６ポイント下回り、（平均点から社会の点数を選ぶ）設問に課題がある。 

データの活用 
▲全国平均正答率を３．８ポイント下回り、（みきさんの考え方を説明する）設問に課題がある。 

２ 児童の実態 ３ 児童の実態を踏まえた授業改善の取組 

【国語】 

・既習の漢字の定着に課題が見られ、文章の中で漢字を

書くことに抵抗感がある児童が数名いる。 

・説明文や物語文の内容を読み取る際に、文の繋がりや

段落の関係を理解することに課題がある。 

・筋道立てて伝えたり、要点をまとめて話したりするこ

とを苦手とする児童が多い。作文や感想文、新聞などを

書いても、内容がまとまらず、自分の伝えたいことを書

くことができない児童もいる。 

【算数】 

・知識・技能面において学力層ごとの格差が大きい。学力

下位層の児童は既習の知識が定着していないため、計

算の順序や小数点の移動など、計算のきまりに基づい

て計算する問題において誤答が多い。 

・図や絵、数直線などに表して論理的に考えて解く経験

が薄い。そのため文章題等で解くことを諦める児童が

多い。 

国語】 

・授業で文章を書く機会を多く設け、既習の漢字を書か

せたり、多様な文章表現に慣れさせたりする。 

・文章を読んだり書いたりするときに主語や述語の繋が

りを確認する。 

・小集団で伝え合う活動を多く設定し、話すことへの抵

抗感を軽減するとともに、筋道立てて論理的に話す力

や自他の意見を比較・調整する力を高めていく。 

 

【算数】 

・「ドリルパークの振り返り問題」や「eライブラリの既

習問題」などで反復練習に取り組ませて、既習事項の定

着をより確かなものにする。 

・一つの問題を図、絵、数直線などの複数の考え方で捉

え、自分の考えを論理的に説明する力を身に付けさせ

られるような指導の改善を行う。 

４ ミライシードとの連携機能を活用した取組 

個別ドリルの実施状況 令和３年８月末時点で完了している児童  ７９.１％（１９人／２４人中） 

確認テストの実施状況 令和３年８月末時点で完了している児童  ７９.１％（１９人／２４人中） 



様式１ 

令和３年度 授業改善推進プラン（小学校学級担任用） 

福生市立福生第一小学校  第６学年２組  担任 真如 智史 

１ 福生市学力・学習状況調査の結果 

 分類 意識調査の質問項目 組 全国 

学
び
に
向
か
う
力 

感情の 
コントロール 

8 家の人は自分のことを気にかけてくれている ８７．５％ ９２．５％ 

53 自分には、先生や友だちからほめられるような得意なこと
がある 

８３．３％ ７２．４％ 

54 自分の力をできるだけ伸ばしたいと思う ８３．３％ ９２．４％ 

目標の達成 

18 ふだんから「不思議だな」、「なぜだろう」と感じることが
ある 

８７．５％ ７０．８％ 

26 ものごとを最後までやり遂げてうれしかったことがある ７９．２％ ９０．８％ 

他者との協働 
56 私は、友達を馬鹿にしたり、からかったりせず、一人一人

の心や命を大切にしている 
７９．２％ ８０．１％ 

学力と関係が
深い質問 

101 私は，学校や授業で発言している人の話を最後までしっか
り聞いている。 

８３．３％  ８８．８％ 

102 私は，友だちの話に賛成・反対・つけたしと，つなげるよ
うに発言している。 

７０．８％ ５９．２％ 

103 わたしは話し合いのとき、考えや意見を進んで出してい
る。 

７５．０％ ５７．９％ 

 領域名 学力調査の分析 ○成果 ▲課題 

国
語 

言葉・情報・言
語文化 

▲全国平均正答率を５．７ポイント下回り、（漢字の書き漢字の読み「氷河期の化石」）設問に
課題がある。 

話すこと・聞
くこと 

▲全国平均正答率を８．０ポイント下回り、（岩田さんの発表の仕方の工夫を選ぶ）設問に課題
がある。 

書くこと 
▲全国平均正答率を３．５ポイント下回り、（叙述についての会話文の空欄に入る言葉を書く）
設問に課題がある。 

読むこと 
▲全国平均正答率を３．２ポイント下回り、（登場人物の心情を選ぶ）設問に課題がある。 

算
数 

数と計算 ▲全国平均正答率を９．７ポイント下回り、（79.8÷5.6を計算する）設問に課題がある。 

図形 ▲全国平均正答率を６．９ポイント下回り、（三角形の面積を求める）設問に課題がある。 

変化と関係 ▲全国平均正答率を３．３ポイント下回り、（3教科の平均点を求める）設問に課題がある。 

データの活用 
▲全国平均正答率を３．８ポイント下回り、（みきさんの考え方を説明する）設問に課題がある。 

２ 児童の実態 ３ 児童の実態を踏まえた授業改善の取組 

【国語】 

・漢字やことわざ・四字熟語など、知識や語彙の獲得に課

題がみられる。 

・筋道立てて伝えたり、要点をまとめて話したりするこ

とを苦手とする児童が多い。作文や感想文、新聞などを

書いても、内容がまとまらず、自分の伝えたいことを書

くことができない児童もいる。 

 

【算数】 

・知識・技能面において学力層毎の格差が大きい。学力下

位層の児童は既習の知識が定着していないため、計算

の順序や小数点の移動など、計算のきまりに基づいて

計算する問題において誤答が多い。 

・図や絵、数直線などに表して論理的に考えて解く経験

が薄いため、文章題等で諦めてしまう児童が多い。 

【国語】 

・授業で文章を書く機会を多く設け、既習の漢字を書か

せたり、多様な文章表現に慣れさせたりする。 

・小集団で伝え合う活動を多く設定し、話すことへの抵

抗感を軽減するとともに、筋道立てて論理的に話す力

や自他の意見を比較・調整する力を高めていく。 

 

 

【算数】 

・「ドリルパークの振り返り問題」や「Eライブラリの既

習問題」などを積極的に活用して、既習内容の定着をよ

り確実なものにする。 

・一つの問題を図、絵、数直線などの複数の考え方で捉

え、自分の考えを論理的に説明する力を身に付けさせ

られるような指導の改善を行う。 

４ ミライシードとの連携機能を活用した取組 

個別ドリルの実施状況 令和３年８月末時点で完了している児童  ６６．６％（１６人／２４人中） 

確認テストの実施状況 令和３年８月末時点で完了している児童  ５４．２％（１３人／２４人中） 

 



様式２ 
 

令和３年度 授業改善推進プラン（小学校・専科教員用） 
 

福生市立福生第一小学校 

音楽科 教科担任  平井 沙苗 

児童の実態 

良い点…○ 

改善点…①～④ 

※必要に応じて学年ご

とに記載 

○主体的に音楽に関わり、協働して音楽活動をすることができる。（全学年） 

○音楽のよさや美しさ、面白さに気付き、様々な音楽に親しむ児童が多い。（全学年） 

○曲想や楽曲の構造、旋律の様子、歌詞の内容を踏まえて音楽表現を考えられる児童が多

い。（全学年） 

○設定した条件の中で自分の発想を生かして音楽づくりに取り組める児童が多い。（全学

年） 

○鑑賞についての知識を得たり生かしたりしながら、曲や演奏のよさなどを見いだし、曲

全体を味わって聴く児童が多い。（全学年） 

①基礎的・基本的な発声方法が定着しない児童がいる。（全学年） 

②音色を意識し、互いの音を聴ながら音を合わせて演奏できる児童が少ない。（低学年） 

③音色や全体の響きを意識しながら、奏法を工夫して演奏できる児童が少ない。（中・高学

年） 
④曲想と音楽の構造との関わりに気付き鑑賞できる児童が少ない。（全学年） 

児童の実態を踏まえた

授業改善の取組…①～

④ 

※必要に応じて学年ご

とに記載 

①掲示物を作成し、常に児童が確認できるようにする。また、常時活動の時間を利用し、

基礎的・基本的な発声方法を毎時間復習して定着を図る。 

②様々な音色で演奏する学習を設定し、音色に対する意識を高める。また、友達の演奏を

聴きながら心の中で歌う学習や小さい音量で合奏する学習を各題材で位置付け、互いの

音を聴きながら音を合わせて演奏する力を高める。 

③曲想や声部の役割に気付く学習を各題材に位置付け、音色や音量、他声部とのバランス

を意識して演奏しようとする思いや意図を高める。 

④曲想を表す言葉の表と音楽の構造を説明する言葉の表を作成し、知覚と感受のつながり

に気付けるようにする。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式２ 
 

令和３年度 授業改善推進プラン（小学校・専科教員用） 
 

福生第一小学校 

算数科（４～６学年） 教科担任  工藤 大典 

児童の実態 

良い点…○ 

改善点…①～⑦ 

※必要に応じて学年ご

とに記載 

〇学習規律を守り、落ち着いて授業を受けている。（４～６学年） 

〇習熟度別コースによって差はあるが、自ら課題を解決しようとする姿勢がある。（全学

年） 

〇問題の解決にあたり、既習事項を活用して取り組もうとする姿勢がある。（全学年） 

〇先生や友達の話を聞いて、自分の考えを深めようとする姿勢がある。（全学年） 

〇図と式を関係付けて考えたり、説明したりする児童が増えてきた。（全学年） 

①ノートを適切にとることができない児童がいる。（全学年） 

②基礎的な計算技能が身に付いていない児童がいる。（全学年） 

③見直しをしたり、分かるまで質問したりと、粘り強く取り組むことができない児童がい

る。（全学年） 

④高学年になり発達段階上、発言を控えてしまう児童が多い。（６年） 

児童の実態を踏まえた

授業改善の取組 

 

※必要に応じて学年ご

とに記載 

①ノートの基本的なとり方のきまりを確認する。定規や色鉛筆の使い方を指導するととも

に、方眼黒板を用いてノートをとりやすくする指導の工夫を行う。 

②ベーシックドリル診断シートにより課題を把握し、朝学習の時間を活用して指導を行う

とともに、授業においても基本的な計算練習の時間を確保して習熟を図る。 

③授業の終盤で学習した内容を確認するテストを行う。学習の振り返りができるテストを

行うことで自己評価をさせ、分かるまで取り組む姿勢を養う。質問をしにきたり、友達

同士学び合たったりする姿勢を褒め、児童にその価値を伝えていく。 

④互いの考えを伝え合うことで学びが深まる経験を重ねられるようにする。その中で、発

言することの価値を指導していく。自分の考えを伝えることが難しい児童には、選択形

式にすることで自分の立場を表明するなど、段階的に発言する力を養う。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式２ 
 

令和３年度 授業改善推進プラン（小学校・専科教員用） 
 

福生第一小学校 

図画工作科 教科担任  安本 弘 

児童の実態 

良い点…○ 

改善点…①～⑦※必要

に応じて学年ごとに

記載 

○授業に熱心な児童が多く真剣に取り組んでいる。（全学年） 

○チャート式の説明を聞いて授業を理解できる児童が多い。（全学年） 

○友達の作品の良い点を参考にして、自分の制作に取り入れることのできる児童が多い。

（全学年） 

○制作が上手くいかない時、教師の助言や提案を素直に聞き入れることができる。（全学

年） 

○友達の作品の良い点をすぐに見付けることができる。（全学年） 

○道具の準備や片付けを班の友達と協力して行うことができる。（全学年） 

①数分前に説明した授業準備や制作ができない児童が数名いる。（全学年） 

②休み時間の遊びに夢中になり急いで準備をするので、忘れ物をする児童が数名いる。（全

学年） 

③アイデア→下描き→着彩と計画性をもって進めていくことを苦手とする。（低・中学年） 

④思いついた形や色をすぐに作るのは好きだが、現段階の作品の状態をより良くしようと

する気持ちや工夫する姿が少ない。（中・高学年） 

⑤制作中に上手くできない所があると、工夫して改善する方法を思考することが苦手な児

童が多い。（全学年） 

⑥完成予想図を思い浮かべる児童が少ない。（全学年） 

⑦題材名や数行の感想文を書くとき、時間がかかってしまう児童が多い。（全学年） 

児童の実態を踏まえた

授業改善の取組 

…①～⑦※必要に応じ

て学年ごとに記載 

※必要に応じて学年ご

とに記載 

①見本となる行動を見せる。テレビから作成した動画を何回でも見られるようにする。 

②担任と連携を取り、気になる児童の情報を共有する。次の授業の準備を個別に確認して

指導をする。 

③黒板にも分かりやすく、チャート式の制作手順を掲示する。時間配分を意識させる掲示

をする。関連性のある題材を続けて行う。 

④修正や工夫することによって良くなった児童の作品を賞賛して全体に修正と工夫の大

切さを意識させる。 

⑤児童の行っていた方法とは違う工夫の仕方や修正の方法を近くで見せることにより、作

品がどのように変化したのか意識させる。児童にもできる技術であることを認識させて

意欲をもたせる。 

⑥授業の最初に児童自身のアイデアスケッチを見せて、終了前に振り返りシートを取り組

ませる。事前に制作した見本となる作品を作成して、完成予想のイメージを明確にする。 

⑦作品から抽象的なイメージだけでなく日常的な事にも視点を向けさせて、関連性をもた

せる指導する。作品を振り返り、工夫して上手くいった点や苦労した点を振り返らせて、

感想に取り入れるように指導する。  
 


