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令和４年度 第１学年 授業改善推進プラン 

台東区立松葉小学校  

 

１ 児童・生徒の状況及び実態を踏まえた課題 

国   語 

・拗音、促音や撥音を正しく表記すること。 

・助詞「は」「へ」「を」や句読点を正しく使うこと。 

・自分の思いや考えを明確にして、文章を書くこと。 

・丁寧な言葉と普段の言葉との違いに気を付けて使うこと。 

算   数 

・絵や図を見て自分の考えを説明すること。 

・順番を正しく数えること。 

・長さの間接比較及び任意単位を用いて正しく比較すること。 

 

２ 各教科の具体的な授業改善 

 
特に育成を目指す資質・能力 

資質・能力を育む 

指導方法・指導体制の工夫 

国 
 

語 

・日常生活に必要な国語の知識や

技能。 

・自分の思いや考えをもつ力。 

 

 

・音節を意識した音読を日常的に行う。 

・視写や聴写に定期的に取り組む。 

・週１回、日記を書く取り組みを行い、表記方法

を確かめたり、自分の思いや考えを文章にした

りする機会を設ける。 

・書く活動の中で丁寧な言葉を使用する例を提示

する。 

・少人数での話し合いで、話したり聞いたりして

自分の思いや考えを共有する機会を設ける。 

算 
 

数 

・数量や図形などについて理解

し、計算したり絵や図などに表

したりする技能。 

・量や図形などに親しみ、算数で

学んだことのよさに気付き、楽

しみながら学習する態度。 

 

・図、絵、具体物やデジタル教科書のコンテンツ

を用いて、場面を整理する時間を設ける。 

・場面からわかることを少人数で出し合って、共

有する場面を設置する。 

・くり返し、紙テープやひもなどの具体物を用い

て間接比較する作業を取り入れる。 

・正しく測定する方法について、学級全体で確か

めた後、少人数で実際に測定する作業を設け、

児童間で確認する場面を設ける。 
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令和４年度 第２学年 授業改善推進プラン 

台東区立松葉小学校  

１ 児童・生徒の状況及び実態を踏まえた課題 

国   語 

・話の内容を正しく聞きとること。 

・相手に伝わるように話す事柄の順序を考え、自分の思いや考

えを明確にして、文章を書くこと。 

・漢字を正しく読んだり、書いたりすること。 

算   数 

・問題を正しく捉え、解決すること。 

・式や図を用いて、自分の考えを説明すること。 

・時刻や時間、長さ、かさなどの量感を正しく理解すること。 

 

２ 各教科の具体的な授業改善 

 
特に育成を目指す資質・能力 

資質・能力を育む 

指導方法・指導体制の工夫 

国 
 

語 

・日常生活に必要な国語を理解し、自

分の思いや考えを明確にして、聞い

たり書いたりする力 

・言葉がもつよさを認識し正しく使う

力、豊かな言語感覚 

・話したり聞いたりする際のポイントや 

ルールを提示する。 

・時間的な順序、構成に関わる順序（はじ

め・中・終わり）で文章を書くことを繰り

返し指導し、伝えたいことを短い文章で書

けるように指導する。 

・学校図書館司書や地域の図書館を活用 

し、教室内の言語環境を豊かにする。 

・漢字の定着のための学習では、定期的に確

認テストを行い、繰り返し練習させる機会

を設ける。 

算 
 

数 

・問題を捉え、既習事項を使い正しく

立式する力 

・自分の考えを自分の言葉で説明する     

 力 

・量や図形などに親しみ、算数で学ん

だことの良さに気付き、生活や学習

に活かそうとする力 

・授業の始めにめあてを提示、終わりに学習の

まとめを確認し、個々の確実な定着を図る。 

・提示されている条件を整理し、図や表等を活用

して立式させる。具体物を用いて児童自身に操

作させたり、自力解決の時間を確実に設定し、

自分の考えを文章等で説明させたりする。 

・長さ・かさ・重さの学習では具体物を実際に操

作させる体験的をより多く取り入れたり、タン

グラムや立体模型など児童自ら図形模型に触れ

る機会を多く設けたりする。 
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令和４年度 第３学年 授業改善推進プラン 

台東区立松葉小学校  

１ 児童・生徒の状況及び実態を踏まえた課題 

国   語 

・話の内容を正しく聞きとること。 

・自分の思いや考えを明確にして、文章を書くこと。 

・漢字を正しく読んだり、書いたりすること。 

社   会 
・自ら課題を設定し、解決すること。 

・学習内容と日常生活の関連を図ること。 

算   数 
・問題を正しく捉え、見通しをもって解決すること。 

・式や図、言葉を用いて、自分の考えを説明すること。 

理   科 
・日常的に自然の事象・現象への関心を高めること。 

・適切な方法を用いて、問題を解決すること。 

 

２ 各教科の具体的な授業改善 

 
特に育成を目指す資質・能力 

資質・能力を育む 

指導方法・指導体制の工夫 

国 
 

語 

・日常生活に必要な国語を理解し、人と 

の関わりの中で適切に伝え合う力 

・言葉がもつよさを認識する力、豊かな 

言語感覚 

・話したり聞いたりする際のポイントや 

ルールを提示する。また一人１台端末の録

画機能を活用し、話し方を客観的に振り返

らせる。 

・月２回程度、日記等の簡単な文章を書いた

り、それを発表し合ったりする時間を設定

する。聞き手には、質問をしたり、感想を

伝えたりさせるようにする。 

・ｅライブラリを活用し、漢字の習熟を図

る。 

・学校図書館司書や地域の図書館を活用 

し、教室内の言語環境を豊かにする。 

社 
 

会 

・課題を設定し、主体的に解決する力 

・学習内容を日常生活に活用しようとす 

る態度 

・単元導入時の教材提示を工夫し、児童 

が主体的に学習問題、学習計画を立てられ

るようにする。 

・インターネットを用いて、画像や映像な

ど、多様な資料を児童に提示し、それらを

活用させながら、思考や表現をさせる。 

・学習内容に関連した新聞記事を紹介した

り、消防や警察の職員を招いたりして、日

常生活との関連を意識させる。 
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算 
 

数 

 

 

 

 

 

・数量や図形などに着目し、適切に表現・

判断をしながら、問題を解決したり結

果を考察したりする力 

 

 

・よりよい考え方を求めて粘り強く考えた

り、生活や学習に活用しようとしたりす

る態度 

・教師用端末、電子黒板を活用し、前時までの 

板書やノートを記録しておき、既習事項の振り 

返りや友達の考えの共有等に生かす。また、 

授業の導入時、電子黒板等を活用し前時まで 

の振り返りを行う。 

・少人数・習熟度別授業により、個々の発表の 

機会を増やし、わからないことをそのままにせ 

ず、質問して解決しようとする態度を育てる。 

・学ぶ楽しさを実感させ、学習意欲の向上のた 

めに具体物を操作したり、デジタル教材を活 

用したりするなどの算数的活動を取り入れる。 

・さわやかタイム（朝、昼の短時間学習）におい 

て、一人 1台端末のｅライブラリを活用し、前 

学年までの既習事項を確認する時間を設定 

し、基礎的基本的な内容の定着を図る。 

理 
 

科 
・理科の見方・考え方を働かせ、進んで

追及する力 

・観察、実験などに関する基本的な技能

を正しく身に付け、主体的に問題を解

決しようとする態度 

 

 

・身近な事象・現象に目を向けられるよう、 

日常生活と関係づけて会話をしたり、教室 

環境を整えたりする。 

・事象との出会いを大切にし、児童の関心を 

高める資料を、ＩＣＴ機器を活用して提示 

する。 

・問題を解決するための方法を、グループ学

習等で検討する時間を設ける。 

・一人１台端末を活用し、意見の交流や情報

の交換ができるようにする。 

・問題解決の方法を自己評価する機会を設け

る。 
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令和４年度 第４学年 授業改善推進プラン 

台東区立松葉小学校  

１ 児童・生徒の状況及び実態を踏まえた課題 

国   語 

・友達の考えや、意見を正しく聞くこと。 

・漢字を正しく読んだり、書いたりすること。辞書を使っ

て、言葉の意味や、漢字を調べる習慣を付けること。 

社   会 
・日常生活と照らし合わせること。 

・課題解決に向けた情報を資料から正しく読み取ること。 

算   数 
・問題を正しく捉え、見通しをもって解決すること。 

・式や図、言葉を用いて、自分の考えを説明すること。 

理   科 
・日常生活と関係付けて、予想したり考えたりすること。 

・実験道具を、正しく扱うこと。 

 

２ 各教科の具体的な授業改善 

 
特に育成を目指す資質・能力 

資質・能力を育む 

指導方法・指導体制の工夫 

国 
 

語 

・日常生活に必要な国語を理解し、人と 

の関わりの中で適切に伝え合う力 

・言葉がもつよさを認識する力、豊かな 

言語感覚 

・話したり聞いたりする際のポイントや 

ルールを提示する。既習内容をもと

に、メモを取る練習を定期的に行う。 

・月に２回文章を書く時間を設定し、家

庭学習の中で作文を書き、自分の考え

を文章で表すことに慣れさせる。 

・学校図書館司書や地域の図書館を活用 

し、教室内の言語環境を豊かにする。 

・家庭学習では、漢字だけではなく、辞

書を引いて、熟語を使って文章を書く

練習をする。 

社 
 

会 

・課題を設定し、主体的に解決する力 

・学習内容を日常生活に活用しようとす 

る態度 

・視聴覚教材や、ＩＣＴ機器を活用するな

ど、単元導入時の教材提示を工夫し、

児童が主体的に学習問題、学習計画を

立てられるようにする。 

・学習内容に関連した新聞記事、講師の

先生を招いたり、校外学習を取り入れ

たりして、視覚的に捉えられるように

する。 
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算 
 

数 

・数量や図形などに着目し、適切に表現・

判断をしながら、問題を解決したり結果

を考察したりする力 

 

・よりよい考え方を求めて粘り強く考えた

り、生活や学習に活用しようとしたりす

る態度 

・児童が主体的に取り組む問題解決学習

や友達の考えを共有する話合いの時間

を設定する。 

・教師用端末、電子黒板を活用し、前時

までの板書やノートを記録しておき、

既習事項の振り返りや友達の考えの共

有等に生かす。また、授業の導入時、

電子黒板等を活用し前時までの振り返

りを行う。 

・少人数・習熟度別授業により、個々の発

表の機会を増やし、わからないことを

そのままにせず、質問して解決しよう

とする態度を育てる。 

・さわやかタイム（朝、昼の短時間学習）

において、一人 1台端末のｅライブラ

リを活用し、前学年までの既習事項を

確認する時間を設定し、基礎的基本的

な内容の定着を図る。 

理 
 

科 

・既習内容や生活経験等に基づいた予想

や仮説を立て、問題解決の方法を発想

し、表現する力 

・観察、実験などに関する基本的な技能 

を正しく身に付け、主体的に問題を解

決しようとする態度 

・視聴覚教材や、ＩＣＴ機器を活用して、

日常の生活経験を想起させたりること

で、観察や実験の仕方について見通し

をもちやすくする。 

・具体物や映像を用いながら機器の扱い

方を理解させる。また、模擬実験を確

実に行い、注意事項を確認すること

で、細かな指導や支援を行えるように

する。 

・一人１台端末を活用して、観察結果や

実験結果を速やかに共有することで進

んで問題解決ができるようにする。 

・理科支援員と連携して、児童の関心を

高める教材を用いて実験を行う。 
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令和４年度 第５学年 授業改善推進プラン 

台東区立松葉小学校  

１ 児童・生徒の状況及び実態を踏まえた課題 

国   語 
・自分の思いや考えを、言葉を選びながら文章で書くこと。 

・漢字を正しく読んだり、書いたりすること。 

社   会 
・課題解決に向けた情報を資料から読み取ること。 

・社会的事象と日常生活を結び付けて考えること。 

算   数 

・問題を正しく捉え、見通しをもって解決したり結果を考察したりする

こと。 

・式や図、言葉を用いて、自分の考えをわかりやすく表現すること。 

理   科 
・科学的な見方・考え方を働かせて学習に取り組むこと。 

・観察、実験の道具を正しく扱う技能を身に付けること。 

 

２ 各教科の具体的な授業改善 

 
特に育成を目指す資質・能力 

資質・能力を育む 

指導方法・指導体制の工夫 

国 
 

語 

・事実と感想、意見とを区別するなど， 

構成を考えながら話す力 

・筋道の通った文章となるように、文章

全体の構成や展開を考えながら書く力 

・意見や提案など自分の考えを話したり

聞いたりする活動を設定して継続的に

行う。 

・朝会での校長講話の感想を２００字で

書く活動を設定し、感想をもったり、

自分の考えを言葉にしたりする習慣を

身に付けさせる。 

・さわやかタイム（朝の短時間学習）に

おいて、新出漢字、及び既習漢字の書

き取りの時間を設定し、基礎的基本的

な内容の定着を図る。 

社 
 

会 

・地図帳や地球儀，統計などの各種の基

礎的資料を通して、報を適切に調べま

とめて表現する技能 

・社会的事象の特色や相互の関連、味を

多角的に考える力 

・資料から読み取れることを書き出した

り、読み取ったことを共有したりする

時間を設定し、資料から情報を得て表

現する技能を身に付けさせる。 

・消費者や生産者など、立場の異なる観

点からその思いや工夫について考えさ

せる時間を設定し、社会的事象を多角

的にとらえる見方、考え方を養う。 
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算 
 

数 

・数量や図形などについて理解し、計算

したり作図したり、表やグラフに表し

たりする技能 

・数量や図形などに着目し、多面的に表

現・判断をしながら、問題を解決した

り結果を考察したりする力 

・児童が主体的に取り組む問題解決学習や 

友達の考えを共有する話合いの時間を設

定する。 

・教師用端末、電子黒板を活用し、前時まで

の板書やノートを記録しておき、既習事項

の振り返りや友達の考えの共有等に生か

す。また、授業の導入時、電子黒板等を活

用し前時までの振り返りを行う。 

・少人数・習熟度別授業により、個々の発表

の機会を増やし、わからないことをそのま

まにせず、質問して解決しようとする態度

を育てる。 

・課題に対して、①答えの見当を付ける。      

②図や数直線を用いて考える。③簡単な

数字に置き換えて考える。などについて繰

り返し指導し、正しい立式ができるように

する。 

理 
 

科 

・予想や仮説を基に、解決の方法を発想

する力 

・観察、実験などに関する基本的な技能 

・問題に対する予想や仮説、実験方法の

検討、実験の結果の予想など、児童に

考えさせたり話し合わせたりする時間

を設定し、学習過程内で都度見通しを

もたせる。 

・調べたこと、記録したことを可視化し

たり、共有したりすることができるよ

うに、一人１台端末や電子黒板などの

ＩＣＴ機器を活用する。 

・観察、実験の際には、具体物を用いな

がら機器の扱い方を理解させる。 

・教師が予め模擬実験を行い、適切な指

導をすることができるようにする。 
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令和４年度 第６学年 授業改善推進プラン 

台東区立松葉小学校  

１ 児童・生徒の状況及び実態を踏まえた課題 

国   語 
・自分の思いや考えを広げ、相手に伝えること。 

・漢字を正しく読んだり、書いたりすること。 

社   会 
・社会的事象について、多角的に考えること。 

・社会的事象と日常生活を結び付けて考えること。 

算   数 

・問題を正しく捉え、見通しをもって解決したり結果を考察したり

すること。 

・式や図、言葉を用いて、自分の考えをわかりやすく表現するこ

と。 

・筆算や途中式を丁寧に書き、正確に計算すること。 

理   科 
・科学的な見方、考え方を働かせ学習に取り組むこと。 

・観察、実験の道具を正しく扱う技能を身に付けること。 

 

２ 各教科の具体的な授業改善 

 
特に育成を目指す資質・能力 

資質・能力を育む 

指導方法・指導体制の工夫 

国 
 

語 

・日常生活に必要な国語を理解

し、人との関わりの中で適切に

伝え合う力 

 

 

・言葉がもつよさを認識する力、

豊かな言語感覚 

・互いの立場や意図を明確にしながら計画的に

話し合い、自分の考えをまとめ、伝える活動

を計画的に設定する。 

・文章に対する感想や意見を伝え合い、表現方

法の工夫など自分の文章のよいところを見付

けさせる。 

・学年別漢字配当表に示されている漢字を文の

中で正しく使わせることで漢字と言葉の両方

を定着させる。 

社 
 

会 

・課題を設定し、主体的に解決

する力 

・社会的事象の特色や相互の関

連、意味を多角的に考える力 

・学習したことを社会生活に生

かそうとする態度 

・単元導入時の教材提示を工夫し、児童が主体 

的に学習問題、学習計画を立てられるように 

する。 

・資料を読み解き、さまざまな立場から考え、

意見を伝え合えるグループ活動の設定。 

・抽象的な概念を具体的な事例で考えることが

できるように、ＩＣＴ機器・新聞記事を活用

して日常生活との関連について考えさせる。 
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算 
 

数 

・数量や図形などについて理解

し、計算したり作図したり、表

やグラフに表したりする技能 

 

・数量や図形などに着目し、多面

的に表現・判断をしながら、問

題を解決したり結果を考察し

たりする力 

・児童が主体的に取り組む問題解決学習や友達

の考えを共有する話合いの時間を設定する。 

・教師用端末、電子黒板を活用し、前時までの

板書やノートを記録しておき、既習事項の振

り返りや友達の考えの共有等に生かす。ま

た、授業の導入時、電子黒板等を活用し前時

までの振り返りを行う。 

・少人数・習熟度別授業により、個々の発表の機

会を増やし、わからないことをそのままにせ

ず、質問して解決しようとする態度を育てる。 

・課題に対して、①答えの見当を付ける。 ②

図や数直線を用いて考える。③簡単な数字に

置き換えて考える。などについて繰り返し指

導し、正しい立式ができるようにする。 

理 
 

科 

・予想や仮説を基に、解決の方法

を発想する力 

 

・観察、実験などに関する基本的

な技能 

 

・課題に対し、追及する中で、よ

り妥当な考えをつくりだす力 

 

 

・学習内容と日常生活との関連を図り、自然の

事象・現象への関心を高めるためにＩＣＴ機

器を活用し、問題解決の方法の発想につなげ

る。 

・理科支援員等の人的資源を活用し、実物によ

る実験を行うことで実験などに関する基本的

な技能を身に付けさせる。 

・観察、実験で得た結果を、ＩＣＴ機器を活用

し、短時間で情報共有をする。そして結果か

ら考察、考察から結論につなげる時間を十分

とる 

・問題に対する考察について，その根拠を実験

の結果を基にして書けるよう単元毎に書く活

動を行う。そして、より妥当な考えが導き出

せるように話し合いをする。 


