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平成31年度 各学年の指導改善のポイント
国語

１年

①丁寧に読み取っ
て、自分の考えをも
つ学習を充実させ
ます。

さし絵や写真と結び付
けたり、時や場所、登
場人物に着目させ、行
動や様子、気持ちを想
像したりしながら 読み
取ることができるよう
に指導します。
教科書や詩の音読に継
続的に取り組みます。

書かれている事柄の順
序や場面の様子などに
気付かせるために、挿
絵を見せたりサイドラ
インを引いたりして、
想像を広げながら読み
取る指導をします。詩
集や教科書を活用して
音読に継続的に取り組
みます。読書の時間を
確保し、語彙を増やし
ます。

段落や構成を考え、読
み取る指導をします。
登場人物の心情を表す
言葉や繰り返し出てく
る言葉に線を引き、読
み取りに生かします。
自分の言葉で感想を書
く指導をします。
音読カードを活用して
音読に継続的に取り組
みます。

大切な言葉や文を手が
かりに、三部構成を意
識させながら読み取ら
せます。書かれてある
内容に対して、自分の
考えをもつ学習をしま
す。抑揚、「」などを
意識して正しく音読で
きるように 指導します
。

音読の機会を多く取り
入れます。文のまとま
りやポイントを押さえ
ながら要旨を意識して
読む指導をします。
段落ごとの要点を読み
解かせながら授業を進
めます。読んだ後には
、感想や考えたことな
どを発表させ、話し合
わせます。

内容や要旨を捉えたり
、文章構成をまとめた
りして、自分の考えと
比べられるようにしま
す。音読する時間を多
く取り入れ要旨を意識
しながら読んだり、指
導をします。説明文の
読み取りの際には段落
ごとのまとまりを 考え
ながら読むようにしま
す。

②多様な書く活動
を取り入れます。

経験したことを基に文
を書く機会を増やし、
楽しんで書けるように
します。特別なことで
はなく身近に起きた事
柄を簡単な文に書き表
せるようにします 。

書くための手順を示し
身近な体験や思ったこ
とを、順序を考えなが
ら文章に表せるように
します。毎週様々な課
題で日記を書き、書く
ことに慣れ親しむよう
にします。
想像したことを短い文
章や詩で表す楽しさを
味わうようにします 。
書いた文章を読み直し
て、自ら正しく書くよ
うにします。

構成をはっきり提示し
たワークシートを活用
することで書きたいこ
とや伝えたいことの中
心を考えた簡単な三部
構成の文章が書けるよ
うにします。
作文、手紙、スピーチ
メモ、俳句、新聞など
書く活動を多く取り入
れます。

書きたいこと・調べた
いことを見付けさせ、
三部構成を意識して書
けるように指導します
。新聞作り、詩や短歌
の視写・聴写などの書
く活動を工夫します。

段落ごとのまとまりや
構成をはっきりさせて
から書くように指導し
ます。
目的に応じて資料や情
報を収集し、自分の考
えを表現するための構
成メモを作成させるこ
とで書く活動を充実し
ます。

視写、報告文、新聞や
パンフレット作り、作
文など自分の課題につ
いて調べ目的や意図に
応じて書き分けられる
ようにします。感想文
を書く際にも、要点を
まとめて書けるように
します。また、自分の
考えたことを取り入れ
て、他教科でも書ける
ように指導します。

③言葉の定着を図
るために、継続的
な学習を進めます
。漢字の学習では
、読み・書き、成り
立ち、熟語づくりな
ども含めて、正確に
読み書きできる指
導の充実を図りま
す。

ひらがな、カタカナを
正しく習得するために
、姿勢や筆記具の持ち
方、筆順、文字の形を
意識できるように 繰り
返し指導します。
漢字学習ノートなどを
活用し、漢字の定着を
図ります。
読み聞かせや本の紹介
を行い、読書する機会
を増やします。
みんなの前でスピーチ
する機会を増やし、話
の順序を考えながら丁
寧な言葉を使って話す
ことができるようにし
ます。

漢字の成り立ちなどを
盛り込んだドリルやプ
リント、漢字ミニテス
トなどを活用し、漢字
の定着を図ります。
読書習慣を身に付ける
ために、読書タイムの
充実読み聞かせなど、
読書指導を計画的に行
います。みんなの前で
スピーチする機会を増
やします。

漢字ドリルなどで反復
練習をし、ミニテスト
で定着を図ります。送
りがなも含めて、書き
の練習を充実させます
。
辞書を使い、熟語など
を調べる機会を多くし
ます。読書の習慣を身
に付けるために、読み
聞かせをしたり図書室
に行く機会を多くした
りします。

漢字ドリルなどで反復
練習をし、ミニテスト
で定着を図ります。送
りがなも含めて、読み
の練習を充実させます
。
図書館の使い方や自由
読書・調べ学習に伴う
読書、教室内に辞書を
常備し、日常的に辞書
を使えるようにするな
ど、多様な読書活動に
取り組みます。
辞書を用いて言葉や漢
字を調べる習慣を付け
ます。調べた語句や漢
字に付箋を付け、辞書
を日常的に使うように
します。

漢字ドリルで、反復練
習に取り組み、ミニテ
ストで定着を図ります
。漢字の意味を理解さ
せながらとめ 、はね、
はらいに着目させた練
習をさせます。
辞書を活用する機会を
多く作り、分からない
言葉はすぐに確認させ
ることにより 、児童の
語彙を増やします。

漢字の反復練習をし、
ミニテストで定着を図
ります。苦手な送りが
なを意識させ、漢字の
意味も理解させながら
、書く指導を充実させ
ます。
読書や詩の暗唱を通し
て豊かな言葉に触れ合
う時間を増やし、語彙
を増やします。習った
漢字や言葉を活用する
力を付けます。
辞書を活用する習慣付
けのために辞書を引く
時間を積極的に取り入
れます。
新聞等を活用し、語彙
を増やす機会を設けま
す。身近なことから題
材を選び、根拠を明ら
かに的確に話す力と、
意図をつかみながら 聞
こうとする力を付けて
いきます。

２年

３年

４年

５年

６年

◎水・木・金の朝８：１５～３０に、朝学習の時間を設定し、基礎基本の充実を図ります。

社会

３年

４年

５年

６年

①地図を活用した
指導を充実させま
す。

学区域や立川市の様子に興味をもた
せ地図や資料とのつながりが 分かる
ように指導します。
方位や地図記号を資料の中から見付
け出したり、地図の中に記入したり
する活動を取り入れます。
地図記号のワークシートを活用し、
より理解を深めるように指導します
。
教室に方位や地図を掲示し、日常的
に目にふれられるような 環境をつく
ります。

地名探しクイズをしたり、出かけ
たところを地図で確認したりして
活用の機会を増やします。東京都
の区市町村の位置と特徴等に関心
をもつように 、絵地図・カルタ等
で指導します。

積極的に地図帳を活用させることに
より、都道府県や国土の位置や地形
の特色に関心をもたせます。また、
地図帳を使って、農業、水産業、工
業などの産業と地形や気候の特色と
の関係を理解できるようにします 。
地図帳と地球儀を使って、世界と日
本の位置の関係を立体的に理解でき
るよう指導します。

国名や県名などをニュースや社会的
事象と関連付け、地図や地球儀資料
等を使い理解を深めます。人物や文
化遺産を学習する時には、地図や資
料、インターネット を利用して自分
自身で調べる時間を増やします。地
図等を使い関係の深い国・県・地域
なども確認できるように指導します
。

②資料の見方や読
み取り方を、計画
的に指導していき
ます。

学区域や市内の地図、パンフレット
などに書き込みや色分けなどをして
、資料が何を示しているかを読み取
らせます。

絵・地図・表・グラフなどの資料
を身近な生活と結びつけ、比べな
がら正確に読み取り、どのような
ことが分かるのか考える力を育て
ます。事実と事実を関連付けなが
ら働く人の工夫や努力などに気付
かせます。課題解決のためにイン
ターネットや図書資料を利用して
まとめていきます 。

教科書に掲載されている棒グラフ折
れ線グラフなどの資料の特徴に応じ
て、具体的な資料の読み取り方や視
点を明示して読み取らせます。ねら
いに応じて資料を選び、既習事項と
関連させて読み取る力を伸ばします
。また、教科書以外に資料集や地球
儀、地図、インタ
ーネットなど幅広い資料を積極的に
使用します。いろいろな資料を使い
、必要な情報を選択し活用していく
力を身に付けます。

学習課題を設定し、自ら解決するた
めに地図や地球儀・年表・インター
ネットや図書資料等を利用して情報
を取捨選択して内容を読み取る力を
伸ばす機会を設定します。教科書に
掲載されている統計資料は、視点を
明示して読み解かせます。読み解い
た意見は、お互いに発表させ、正確
な読み取りができるように 促します
。

③学習したことを自
分なりにまとめてい
く力を育てていきま
す。

町たんけんや校外学習などで調べた
ことを、絵地図やパンフレット、新
聞、レポートなどの形にまとめます
。
事実として分かったことと、感想を
区別してまとめます 。

見学したことや体験したことから
自分の考えをもち、資料やメモし
たことを活用して、パンフレット
や新聞の形にまとめます。まとめ
たことを自分なりに工夫して発表
します。

テーマを絞った調べ学習を行い、資
料などを活用し、調べた過程や結果
を、キーワードや自分の考えも含め
て新聞やレポートの形などにまとめ
表現する力を付けさせます。その発
表も行わせていきます 。

学習課題に即した自らの課題を見付
け、調べたことを新聞やレポート形
式にまとめ、表現する力を付けさせ
ます。
地図や年表等の資料を活用し、調べ
て分かったことや、自分の考えたこ
とを他の人にも分かりやすいように
新聞やレポート形式、ノートにまと
める活動を増やします。

算数

１年

２年

３年

４年

５年

６年

◎木・金曜日の放課後にステップアップ教室を６０分間行い、基礎基本の充実を図ります。
◎ベーシックドリル診断テストの結果を保護者にもお知らせし、家庭学習への協力を得ます。
①繰り返し学習を
通して、基本的な
計算力を身に付け
させます。

基本的な１０までの計
算が指などを使わずに
できるように繰り返し
練習させます。
繰り上がり、繰り下が
りの計算に重点を置き
、プリント等を使って
繰り返し定着を図りま
す。

繰り上がり、繰り下が
りのある計算や、かけ
算九九の定着を図るた
めに、プリントや東京
ベーシック・ドリル を
使って、計算方法を定
着させ、繰り返し指導
します。

基本的な四則計算が正
しくできるように プリ
ントや東京ベーシック
・ドリルを繰り返し指
導します。基本的なわ
り算、３桁のたし算ひ
き算、２桁×２桁、３
桁×２桁のかけ算の定
着を図ります。家庭学
習では計算復習プリン
トを計画的に出し、く
り返し練習で定着を図
ります。

基本的な四則計算が正
確に速くできるように
プリントや東京ベーシ
ック・ドリル を用いて
繰り返し指導します。
３桁÷２桁のわり算の
筆算を中心に、小数の
たし算とひき算、小数
×整数、小数÷整数の
計算の定着を図ります
。

個に応じた指導の時間
を増やし、一人一人の
計算力を高めるためプ
リントや東京ベーシッ
ク・ドリルを活用しま
す。小数のかけ算わり
算、分数のたし算ひき
算の定着を図ります。
また、公倍数・公約数
について性質を調べ、
理解・定着を図ります
。

個に応じた指導の時間
を増やし、一人一人の
計算力を高める指導を
します。基本的な四則
計算が確実に身に付く
よう、プリントや東京
ベーシック・ドリル 等
で繰り返し指導します
。分母が異なる帯分数
のたし算ひき算、分数
のかけ算わり算の定着
を図ります。

②作業的・体験的
な学習活動を充実
させます。

具体物やブロックなど
を操作する活動を取り
入れ、誰もができたと
いう満足感をもてるよ
うに指導します。
形・時間・長さ・かさ
・広さの学習に、具体
的なものを用い、活動
を通して友達と関わり
合いながら考える力を
伸ばす指導を工夫しま
す。

身の回りの事象から表
される場面を探したり
体験的な活動を取り入
れたりしながら 、考え
る力を伸ばすようにし
ます。
友達同士で教え合い考
えを深める活動を指導
します。
ＩＣＴ機器などを活用
し、視覚にうったえた
授業により児童の理解
の支援をします。

時間・かさ・長さ・重
さの学習に、具体的な
用具を使って、実際の
体験を通して考えなが
ら理解を深めるように
します。また、コンパ
スを使って作図する方
法を身に付けさせます
。

三角定規やコンパス・
分度器などを使い、垂
直や平行を備えた平面
図形を描く活動を通し
て、構成要素に注目し
て図形に関する理解を
深めるようにします 。
また、作業的な活動を
多く取り入れ面積の概
念を理解し、長方形・
正方形の面積を求めさ
せます。

コンパス・三角定規・
分度器などの用具を正
しく使い、平面図形を
描き、垂直・平行など
それらの位置関係に着
目した考察ができるよ
うにします。また、合
同な図形や立体につい
て、辺や面、頂点など
の構成要素に着目して
分類する活動を充実さ
せます。

身近にある箱で面や辺
の数を確かめたり、見
取図や展開図を描くこ
とを通して立体図形の
特徴を理解していきま
す。また、図形の合同
で学んだ知識をもとに
縮図や拡大図の学習を
通して、図形に関する
見方を深めるようにし
ます。

③文章問題を通し
て、問題を解決す
る力を付けていき
ます。

文章を読んで大切な言
葉を見付けたり、絵や
図に表し友達に説明し
たり、発表したりしな
がら考える力を伸ばす
指導をします。また、
イメージしたことを式
に表し、答えが導き出
せるように指導をしま
す。

文章問題のキーワード
に着目させたり、絵や
図を取り入れたりする
ことでイメージをもた
せ、正しく立式できる
ようにします 。
問題の場面を簡単な図
に表すことができるよ
うに指導します。

かけ算やわり算の性質
に基づき、文章問題の
キーワードにも着目し
て、絵や図をかきなが
ら、数量の関係を確か
めて答えが求められる
ようにします 。
テープ図の理解を深め
、使えるように指導し
ます。

かけ算やわり算の性質
に基づき、問題を絵や
図で示し、数量の関係
を確かめて演算決定が
できるようにします 。
□や△などを用いて、
式に表すことができる
ようにします 。

具体的な場面を数直線
や図に表し数量の関係
を確かめ、自分の考え
を整理して問題を解く
ことができるようにし
ます。
自分の考えを説明した
り伝え合う活動を取り
入れます。

具体的な場面を数直線
や図に表して、数量の
関係を確かめて問題を
解くことができるよう
にします。速さなどの
文章題で、距離・速度
・時間の相互関係が理
解できるよう指導しま
す。

理科

３年

５年

６年

①実験や観察の基
本的な仕方を指導
していきます。

観察の視点や方法を丁寧に教え、課
題をもって観察ができるようにしま
す。
問題→予想(仮説)→方法→実験→結
果→結論（考察）という実験の仕方
を身に付けさせます。

実験器具の正しく安全な使い方を
丁寧に指導します。既習の学習や
生活体験を基にして、観察や実験
を行わせます。
問題→予想(仮説)→方法→実験→
結果→結論（考察）という実験の
仕方を身に付けさせます。

問題解決型の学習（問題→仮説→方
法→実験→結果→結論）や観察の方
法（過程や条件に目を向けながら課
題を追究するなど）を統一し、実験
や観察を進める手順を分かりやすく
します。教師は、予備実験を十分に
行い、ポイントをは
っきり示せるようにします 。

実験の進め方（問題→仮説→方法→
実験→結果→結論）や観察の方法
（性質や規則性に目を向けながら考
察・探究する）を統一し、実験や観
察を進める手順を分かりやすくノー
トにまとめます。方法を考える段階
で結果を求めるためにはどの 器具や
薬品を使い、どう実験したらよいか
考える時間を設けます。

②実験結果を通し
て，物の見方や考
え方を養います。

今までの経験を基に、自分の予想を
立てさせます。
自分が立てた予想と実験結果を比べ
、ものの性質や事象をとらえられる
ように指導します。
「AとBを比べて」をキーワードに考
察を書けるように指導します。

実験結果や観察の結果を基に、も
のの性質や事象を比較したり、関
連付けたりして考えられるよう 指
導します。さらに、日常生活と結
び付けて理解できるようにします
。

仮説を立てて実験し、結果を図やグ
ラフで表し、ものの性質や事象を比
較したり、関連付けたりして考えら
れるよう指導します。さらに、日常
生活と結び付けて理解できるように
します。

日常生活の体験から仮説を立てて調
べ、追求する活動を行います。さら
に性質や規則性、特徴についての科
学的な見方や考え方を養えるように
します。

４年

生活科

１年

２年

実際に活動したり、
体験したりすること
で、自分とのかか
わりに関心をもち、
自立への基礎を養
います。

学校探検などの具体的活動や体験を通して、自立への基礎を養うととも
に２年生と関わる経験をさせます。
学校の先生や友達、家族と関わりながら、周りの人の存在の大切さに気
付かせます。
アサガオや他の植物を育て、日々の成長を観察することで、自分自身の
成長に気付かせます。
気付いたことや楽しかったことを 、言葉、絵、動作化などの方法で表現
できるようにします 。
身近な昆虫や生き物・自然に興味をもたせるように 指導を工夫します。

町探検や地域の人との交流などの具体的活動や体験を通して、自分との
関わりに気付いていけるようにします 。
学校の先生や友達、家族と関わりながら、周りの人の存在の大切さに気
付かせます。
ミニトマトを育てたり、生き物を飼育したりすることで 、成長の変化や
命があることに 気付かせます。
写真や家族へのインタビューを基に、自分自身の成長を振り返り、感謝
の気持ちに気付いたり、成長していく自分に気付いたりさせます 。
気付いたことや楽しかったことを 、言葉、絵などの方法で表現できるよ
うにします。

音楽

１年

表現や鑑賞の活動
を通して、音楽の基
礎的な能力を培い
、豊かな情操を養
います。

わらべ歌や音楽遊びな
どで音楽に親しみ、全
員が楽しく取り組める
授業にします。
鍵盤ハーモニカの指導
では、個別指導で一人
一人に合った指導を行
い、確実に技能を身に
付けさせていきます 。

２年
わらべ歌や音楽遊びな
どで身体表現を取り入
れながら、全員が楽し
く活動できる授業にし
ます。
鍵盤ハーモニカの学習
ではペアやグループ活
動を取り入れ、楽しみ
ながら技能が身に付く
ようにします 。

３年

４年

様々な曲を歌い、歌う
楽しさを身に付けさせ
苦手意識をもたせない
ように取り組んでいき
ます。リコーダーでは
基礎的な奏法を身に付
けさせるため 、全体指
導と個別指導を効率よ
く組み合わせ、技能が
身に付くようにします
。

リコーダーの基本的な
奏法を身に付けさせる
ために、ペアやグルー
プ学習を取り入れ、友
達と楽しみながら技能
が身に付くようにしま
す。
音楽の諸要素を聴き取
りやすい曲を取り上げ
、鑑賞で学んだことを
表現に生かせるように
します。

５年

６年

鑑賞と表現を関連させ
音楽の諸要素を感じ取
り、それを表現に生か
せるようにします 。読
譜はリズムカードなど
を使用し、全員で楽し
く活動できる工夫をし
ます。グループで聴き
合う活動を取り入れ工
夫する意欲と表現力を
高めます。

思いや意図をもって表
現できるように 、全体
で歌ったり、グループ
で表現したりしながら
授業を進めていきます
。表現と鑑賞を関連さ
せた授業を行います。
グループで聴き合う活
動を取り入れ、工夫す
る意欲と表現力を高め
ていきます。

図工

１・２年

３・４年

５・６年

①作品制作を通し
て喜びを味わい、
自己肯定感につな
げていきます。

思いのままに表したり、作品などを見たりしな
がら作り出す喜びを味わえるように 指導します
。
自分の作品を楽しみながら作り出す授業を積み
重ねていきます 。言葉掛けを多くし、意欲を喚
起するようにします 。
話をよく聞き、学習内容やねらいを理解し、す
すんで取り組む児童の育成を目指します。

自分の思いで表現したり、鑑賞したりしながら
、作り出す喜びを味わえるように指導します。
自分らしさを大切にし、自信をもって作り出せ
る授業を積み重ねていくことで 自己肯定感を育
てます。
話をよく聞き、学習内容やねらいを理解し、す
すんで取り組む児童の育成を目指します。

自分の思いをもって表現したり、鑑賞したりし
ながら作り出す喜びを味わえるように指導しま
す。
自分の感性を働かせて自分らしく表現する喜び
を感じながら活動し、造形を通して自己肯定感
につなげていくようにします 。
学習課題をつかみ、作品を最後まで完成させる
ことで喜びを感じる児童の育成を目指します。

②豊かに感じ、発
想を生かして表現
を工夫するようにし
ます。

感じたことや材料などを基に表したいことを思
いついたり、形や色、作り方を考えたりできる
ように指導します。
材料や用具を工夫し、発想したことを具体的に
作品に表現できるように支援することで、展覧
会を目標に、より良い作品作りを目指します。

感じたことや見たこと、材料や場所などを基に
表したいことを思いついたり、形や色、用途な
どを考えたりできるように 指導します。
身の回りの物から表現したいことのヒントを見
付け、作品に工夫をし、展覧会を目標に、より
よい作品作りを目指します。

感じたことや見たこと、材料や場所などの特徴
をもとに表したいことを思いついたり、形や色
、用途や構成を考えたりできるように 指導しま
す。自分の作品に生きる材料や要素を集め、そ
れを生かし、展覧会を目標に、自分らしい作品
を発想したり、工夫したりする授業をします。

③感覚を働かせな
がら工夫して表すこ
とができるように 技
能を養います。

体全体の感覚を働かせながら材料や用具を使い
工夫して表すことができるように 指導します。
材料の特徴や道具の使い方の基本を知り、それ
を安全に、効果的に使える技能を身に付けられ
るようにします 。

手や体全体の感覚を働かせながら、表したいこ
とに合わせて材料や用具を使い、表し方を工夫
できるように 指導します。
材料の特徴を生かしたり、道具を上手に使った
りすることで 、自分の作品をよりよいものにす
る技能を身に付けられるようにします 。

感覚を働かせ経験を生かしながら、表したいこ
とに合わせて材料や用具を使い、様々な表し方
を工夫できるように指導します。
作品に効果的な材料を選んだり、道具の使い方
を工夫して、自分らしい表現ができる技能を養
えるようにします 。

④作品の鑑賞を通
して、そのよさや面
白さを感じ取れるよ
うにします。

身の回りの作品などの形や色などから、面白さ
に気付いたり、楽しさを感じたりできるように
指導します。
友達の作品の良さを感じ、言葉を掛け合ったり
、認め合ったりできるような 授業をします。
ワークシートを使って思いや感じたことを深め
たり整理したりする機会を作ります。

身近な作品の形や色などから、表現の感じの違
いをとらえたり 、よさや面白さを感じ取ったり
できるように 指導します。
自分の作品との違いや、個性的な表現の面白さ
を感じ取り、それを認め合えるような授業をし
ます。ワークシートを使って思いや感じたこと
を深めたり整理したりする機会を作ります。

親しみのある作品の形や色などから、表現の意
図や特徴を捉えたり、よさや美しさを感じ取っ
たりできるように 指導します。
作品の良さを感じたり、表現の特徴を感じ取っ
たりしながら 、自分と比較し、その違いを楽し
んだり感動したりできるようにする 機会を作り
ます。

完成した作品を学校公開・展覧会などで校内に展示することにより 、友達や保護者、地域の方などに作品を見て頂く機会をもちます。他学年の作
品を見てそのよさを感じ、上級学年に憧れたり、作品の良さを感じる感性を育てます。

家庭科

５年

６年

実践的・体験的な
活動を通して、生活
をよりよくしようとす
る態度を育てます。

一日の生活を振り返り、家族の一員として自分ができることを 考え、家
族とのふれあいや 団らんに関心をもたせるようにします 。調理実習では
、調理道具の扱い方やゆでる調理方法を学び、ご飯・味噌汁の調理を通
してより良い食生活に生かせる力を育てます。
裁縫実習では、道具の安全な使い方、手縫いの仕方、ミシンの使い方を
作品づくりを通して丁寧に指導します。
互いに教え合い、学び合う場を設定し、家庭生活に役立つ力を育てます
。

学習したことを家で実践する活動を通して、家族の一員として、また家
庭や地域の一員としての自覚をもたせるようにします 。
調理実習では、いためる調理方法を学び、家族が喜ぶ食事を計画工夫し
、普段の家庭生活にすぐに生かせる力を育てます。
裁縫実習では、学習した手縫いやミシンの使い方を生かして、生活に役
立つ作品つくりをし、より良い家庭生活を工夫しようとする態度を育て
ます。

体育

１・２年

授業や全校の取組
によって健康な心と
体を作り、運動に
親しむ態度を育て
ます。

きまりを守り、協力して楽しく運動ができるよ
うに指導します。
様々な動きのもととなる 運動感覚を養えるよう
な遊びや運動を工夫します。
友達のよいところを 見つけ励まし合えるように
します。

３・４年

チームや友達と協力して取り組む姿勢や公平な
態度を養うために、学習形態（チーム・ペアな
ど）を工夫して、友達との学び合い、関わり合
いを大切にします。動きのポイントを明確にし
た学習カードを活用し、自分の課題を意識でき
るようにします 。学び合いをより有効にさせる
ためにその授業での「今日の動きのポイント」
体力調査では、全体的には全国や東京都の平均 をはっきり提示します。
に比べ少し低い水準でした。特に脚筋の瞬発力
（反復横跳び・立ち幅跳び）等に課題がありま 体力調査では脚筋の瞬発力（反復横跳び・立ち
した。授業の中で瞬発性を高める活動を取り入 幅跳び）や持久力（２０ｍシャトルラン）等に
れていきます。
課題がありました。授業の中で瞬発性を高める
体の柔軟性（長座体前屈など)についても課題が 運動や、持久力を高める運動を取り入れます。
ありました。体をほぐす運動とともに、体を動 また、体を動かすことの楽しさや喜びを味わわ
かすことの楽しさや喜びを味わわせる活動を取 せ、休み時間の外遊びにつなげていきます 。
り入れ、積極的に運動できる児童を育てていき
ます。

５・６年
運動会などの行事を生かし、体力と気力の充実
、達成感を味わわせます。
学び合いを充実させるために 児童相互の声掛け
を指導して行きます。動きのポイントを明確に
した学習カードや掲示物などを活用します。
体力調査では、全体的に良い結果を残したもの
の、持久力と投力に少し課題がありました。授
業では縄跳びや持久走など、楽しみながらねば
り強く続ける運動を取り入れて持久力の強化に
つなげます。
また、体力アップ週間などに積極的に参加し、
体全体を使ったフォームで投げることを意識し
たり、遊びの中で投力を髙める運動を取り入れ
て育てていきます。

外国語活動

３年

外国語活動を通じ
て外国語に慣れ親
しみ、楽しく学べる
ようにします。

楽しい授業の中で、外国語の発音を聞いたり、発音したりしていくこと
で、外国語に慣れ親しむ活動を増やします。
ALTや友達と外国語を使って会話するなどの活動を通して、コミュニケ
ーションの楽しさを感じ、学ぼうとする意欲の育成を図ります。

５年

６年

外国語を通じてコミ
ュニケーション能力
の素地を養います
。

外国語の発音を何回も繰り返し聞いて、発音していくことで 、外国語に
慣れ親しむ活動を増やします。
ALTや友達と外国語を使って会話するなどの活動を通して、コミュニケ
ーション能力の素地を養うような活動の場を増やします。
知っているゲームを外国語でやってみたり 、外国のゲームをやってみた
りするなど楽しい活動を積極的に取り入れ、外国の文化に慣れ親しむ活
動をしていきます 。

外国語の発音を何回も聞いたり、自分で発話したりしてコミュニケーシ
ョンの楽しさを体験し、コミュニケーション を図ることの大切さが分か
る活動を増やします。
ALTや友達に外国語を使って自分の考えを伝えるなどコミュニケーショ
ン能力の素地を養うような活動の場を増やします。
ゲームやチャンツ、歌、ＡＬＴとのコミュニケーション を通して、外国
語の音声やリズムに慣れ親しみ、言葉の面白さや豊かさに気付けるよう
にします。
小中連携活動 を通して、中学校の先生と一緒に活動したり、中学校でも
学習と結びつけた活動をしたりして小中連携の充実を図ります。

４年
楽しい授業の中で、外国語の発音を聞いたり、発音したりしていくこと
で、外国語に慣れ親しむ活動を増やします。
ALTや友達と外国語を使って会話するなどの活動を通して、コミュニケ
ーションの楽しさを感じ、学ぼうとする意欲の育成を図ります。

『学習規律』を定着させ、児童自らが学習に取り組む態度を示すように導き、「体験的学習・問題解決学習」等を計画的に進める。「はい・たつ・です」「
せ・め・て」を全校で一斉に取り組む。
放課後に、補習学習を行い、基礎基本の習得を中心とした確かな学力の定着を図る。
教員をはじめ、学校・学年・学級での言語環境を整え、言語に関わる力・美しい言語を使う力を養う。まずは挨拶から。
授業の始め終わり、食事の前後、さようなら等。
基礎基本・言語活動による、児童同士のよい関わり合い、高め合う関わり合いを、最終的な目標とする。

