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福生市立福生第七小学校 

令和元年度  １ 学年   国語 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

〇言語の学習に意欲的に取り組む児童が多く、平仮名も少しずつ身に付いてきた。 

〇図書の時間に読み聞かせや読書を楽しむ児童が多い。 

△長音、拗音、促音、撥音の表記、助詞「は」「を」「へ」の使い方の理解が十分で

ない。 

△伝えたいことを明確にして、事柄の順序や内容のまとまりに気を付けて書く 

力が十分でない。 

△話す内容の吟味や相手を意識して話す力、話の内容を落とさずに聞く力が十分で 

ない。 

 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【思考力、判断力、表現力等】 

・場面の様子に着目して、登場人物の行動を具体的に想像すること。 

・文章を読んで感じたことを共有すること。 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

③ICT を効果的に活用した授業を進める。 

④全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

実践する 

【単 元】 

単元名： くじらぐも   

指導時間： ８ 時間   指導時期： １０ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①主体的・対話的で深い学びの実現 

→児童と共に学習計画を立て学習の見通しをもたせる。必要性のある交流を設定する。 

②個に応じた手立ての充実 

→児童に適した課題を設定し、取り組む姿勢をもたせると共に理解を図る。 

③ICTの効果的な活用 

→デジタル教材を活用し、挿絵をテレビで映し出すことで、場面の様子の理解を図る。 

④授業のユニバーサルデザイン化 

→叙述を掲示したり内容や発言を整理した板書を行うことで、理解を深める。 

 



福生市立福生第七小学校 

令和元年度  ２ 学年   国語 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

△必要な事柄を選び，声の大きさや速さに注意して，はっきりと話すことの個人差
が大きい。 

○物語では、叙述から想像を広げて考え感想を書くことができる児童が多い。 
△自分の思いは書こうとしているが、「初め」「中」「終わり」のまとまりを意識し
て段落毎に書くことが不十分である。 

△新出漢字のテストでは、平均９０点近く取れているが、既習漢字を使って文を書
く習慣が定着していない。 

 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【話す・聞く】 

・伝えたいことについて必要な事柄を選び，話す順序を考えて、声の大きさや速さ
に注意して，はっきりと話すこと。 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

③ICT を効果的に活用した授業を進める。 

④全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

実践する 

【単 元】 

単元名： 大すきなもの、教えたい   

指導時間： ５ 時間   指導時期： ９ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

→ペア・グループ交流を毎時間設定することで、発表に向けての課題解決ができる

ようにする。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

→発表に必要な課題・解決方法を明確に示すことで、個々に応じた課題に取り組め

るようにする。 

③ICTを効果的に活用した授業を進める。 

→大好きな物について、実物をもってくることが不可能な場合には、テレビに写し

て視覚でも分かりやすいようにする。 

④全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

→見通しが分かるように学習計画・１時間毎の流れを掲示する。 

 

 



福生市立福生第七小学校 

令和元年度  ３ 学年   国語 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

△漢字は繰り返し取り組んでいるが、新出漢字の書きのみならず、既習の漢字の読

みも含めて取り組み、定着を図る必要がある。 

△「読み」については、語彙力のなさや、叙述を基に文章の内容を捉えることの苦 

手さがあり、話の理解をすることのむずかしさがある。 

○教室に掲示してある話し方名人、聞き方名人を意識しながら、ペアやグループで

話をしたり、全体の前で発表したりすることができる。 

△正しく文章を書くことや、「初め」「中」「終わり」などの文章の構成を考えなが

ら書くことが難しい。 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【読む・書く】 

・叙述を基に文章の内容を捉えること。 

「初め」「中」「終わり」などの文章の構成を考えながら文章を書くこと。 

 

【 

授 

業 
改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

③ICT を効果的に活用した授業を進める。 

④全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

実践する 

【単 元】 

単元名： すがたをかえる大豆    

指導時間： ６ 時間   指導時期： １１ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①主体的・対話的で深い学びの実現 

→個人からペア、グループへと学びの形態を変えていき、他者の考えを聞くことで自分の考

えを深めていけるようにする。 

②個に応じた手立ての充実 

→黒板に読み取る視点を提示することで、視点を基に読み取れるようにする。 

③ICTの効果的な活用 

→デジタル教科書を活用することで、視覚的に学習している場所が分かるようにする。 

④授業のユニバーサルデザイン化 

→授業の進め方を最初に伝え、見通しをもたせる。 

めあてを確認し、前時を振り返りながら学習を進めて行くようにする。 

 

  



福生市立福生第七小学校 

令和元年度  ４ 学年   国語科  授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

△「読むこと」の学習では、特に物語文において、叙述を基に登場人物の心情

を読み取ることが苦手である。 

△「初め」「中」「終わり」などの文章の構成を考えながら書くことができる児

童が少ない。 

 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【思考力、判断力、表現力等】 

・叙述を基に、登場人物の性格や気持ちの変化を読み取ること。 

・「初め」「中」「終わり」などの文章の構成を考えながら文章を書き、表現す

ること。 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

③ICT を効果的に活用した授業を進める。 

④全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

実践する 

【単 元】 

単元名： 「ごんぎつね」   

指導時間： １４ 時間   指導時期： １０ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①主体的・対話的で深い学びの実現 

→児童と共に学習計画を立て学習の見通しをもたせる。必要性のある交流を設定する。 

②個に応じた手立ての充実 

→書く活動に際して、書画カメラ等を使用して見本の提示を行う。 

③ICTの効果的な活用 

→書画カメラを活用し、児童の教材と板書を同じものすることで、流れを明確にする。 

④授業のユニバーサルデザイン化 

→学習内容を掲示し、既習内容を常に確認できるようにする。 

 



福生市立福生第七小学校 

令和元年度  ５ 学年   国語 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

〇説明文では、文の要旨を捉え、筆者の伝えたいことを適切に読み取る事ができ
る。 

△物語文では、前の段落の内容との関係や指示語を適切に読み取ることができない
児童がいる。 

△自分が伝えたいことを相手にわかりやすく話したり書いたりして伝えることがで
きていない。 

△漢字の文字の書き取り、また漢字の使い分けができておらず、定着を図る必要が
ある。 

△語彙力に乏しく、言葉の意味を理解しきれていない。 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【読む・書く】 

・叙述を基に、登場人物の性格や気持ちの変化を読み取ること。 

・「初め」「中」「終わり」などの文章の構成を考えながら文章を書くこと。 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

③ICT を効果的に活用した授業を進める。 

④全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

実践する 

【単 元】 

単元名： 「大造じいさんとガン」   

指導時間： ７ 時間   指導時期： １１ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①主体的・対話的で深い学びの実現 

→児童と共に学習計画を立て学習の見通しをもたせる。個人だけでなく、ペアやグループへ

と他者の考えを取り入れながら自らの意見を深めていける場を設定する。 

②個に応じた手立ての充実 

→読み取る視点を焦点化したり、挿絵などを提示したりしながら、明確化を図

り考えられるようにする。 

③ICTの効果的な活用 

→デジタル教科書や書画カメラを活用することで、視覚的に分かるようにする。 

④授業のユニバーサルデザイン化 

→時間毎に学習のめあてを黒板に板書し、明確に示す。 

 



福生市立福生第七小学校 

令和元年度  ６ 学年   国語科  授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○新出漢字は、繰り返し取り組んでいる成果が少しずつ出て、定着している。 
△グループで話し合いをするとき、決まった児童のみの発言となるときがある。 
△物語や説明文などを理解しながら読むことが乏しい。 
○段落を意識して、文章を書くことがおおむねできている。 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【話す・聞く、読む】 

・グループ活動を多く取りいれ、小グループでの発言ができるようにすること。 

・物語や説明文などを大事なところを押さえながら理解をすること。 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 

①グループ活動を多く取りいれ、児童が主体的・対話的に学べるようにする。 

②大事なところを繰り返し行う。スモールステップで段階を踏んで理解できるよう
にする。 

③ＩＣＴを効果的に活用した授業を行うこと。 

実践する 

【単 元】 

単元名： 未来がよりよくあるために   

指導時間： １１ 時間   指導時期： ９ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①主体的・対話的で深い学びの実現 

→グループ活動を取りいれ、話し合いで深めた考えをもとに、構成を工夫し

て、自分の意見を明確に伝える文章を書くことができるようにする。 

②ICTの効果的な活用 

→デジタル教科書を活用することで、視覚的に学習している場所が分かるよう

にする。 

③授業のユニバーサルデザイン化 

→めあてを確認し、前時を振り返りながら学習を進めて行くようにする。 

 



福生市立福生第七小学校 

令和元年度  １ 学年   生活 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○進んで身近な人々や自然に興味・関心をもって学習に取り組んでいる児童が

多い。 

△自然と触れ合ったり、関わったりすることを通して、活動の良さに気付ける

が、さらに自分たちの遊びや生活をよりよくしようとする力を育てたい。 

 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【知識及び技能】 

・冬の季節の自然の様子から、季節の変化に気付く。 

【思考力、判断力、表現力等の基礎】 

・身近な自然を観察することで、季節の移り変わりや特徴を見つける。 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

③ICT を効果的に活用した授業を進める。 

④全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

実践する 

【単 元】 

単元名： ふゆと ともだちになろう   

指導時間： １２ 時間   指導時期： １～２ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①主体的・対話的で深い学びの実現 

→楽しみながら遊びを作り、互いに教え合う。 

②個に応じた手立ての充実 

→おもちゃ作りが苦手な児童には、作成のための細かい資料を用意する。 

③ICTの効果的な活用 

→友達が作ったおもちゃを紹介する際に写真を撮り、テレビで紹介し興味を引

き付けられるようにする。 

④授業のユニバーサルデザイン化 

→単元計画・時間配分を掲示し、見通しをもたせる。 

 



福生市立福生第七小学校 

令和元年度  ２ 学年   生活 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○進んで身近な人々や自然に興味・関心をもって学習に取り組んでいる児童が多

い。 

○生き物・植物の観察などから考えたこと・気付いたことを見つけることができる

児童は多い。 

△身近な人々、社会及び自然を自分との関わりで捉えて表現することが不十分。 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【思考力、判断力、表現力等】 

・身近な人々、社会及び自然を自分との関わりで捉えて、自身について考えて表現

すること。 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

③ICT を効果的に活用した授業を進める。 

④全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

実践する 

【単 元】 

単元名： 作って ためして   

指導時間： ２０ 時間   指導時期： １２月～２ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

→グループでおもちゃづくりの試行錯誤をすることで、新しい工夫を取り入れるこ

とができるようにする。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

→自分に応じた課題選択、解決方法の選択、振り返りができるように場・教材を整

える。 

③ICT を効果的に活用した授業を進める。 

→１年生を呼んで遊んでもらう会に向けて、来てもらえるように考えてＣＭを作成

する。 

④全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

→単元計画・１時間の流れを示すことで見通しをもたせる。 

 



福生市立福生第七小学校 

令和元年度  ３ 学年   社会科  授業改善推進プラン 

児童・生徒の 

【実  態】 

△1 学期の単元テストから、地図や写真を見て、その地図や写真から分かる様

子を考えることや、実際の地図から、写真ではどのようになっているのかを

考えることが苦手である。 

△八方位は覚えようとしているが、自分の場所から北の方角と聞かれると混乱

があり、正確に答えられない時もある。 

○地図の見方や地図記号は、良く知識として理解している。 

△土地の様子や使われ方について、考えるのが苦手である。 

 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【思考力、判断力、表現力等】 

・地図や写真などの資料を見て、その地図や写真などから分かる様子をより深

く読み取ること。 

・様々な事象を関連付けながらより深く考えること。 

【 

授 
業 

改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

③ICTを効果的に活用した授業を進める。 

④全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

実践する 

【単 元】 

単元名： 福生市で働く人々の仕事   

指導時間： ２０ 時間   指導時期：  ９～１１ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①主体的・対話的で深い学びの実現 

→個やグループを活用し、協働しながら資料を読み取るようにする。 

②個に応じた手立ての充実 

→視点を明確にして資料を見るように指導する。 

③ICTの効果的な活用 

→写真や資料を大型テレビで映し、提示する写真や資料を明確に示す。 

④授業のユニバーサルデザイン化 

→１単位時間毎に学習のめあてを黒板に板書し、明確に示す。 

 

 



福生市立福生第七小学校 

令和元年度  ４ 学年   社会科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

△調べ学習の際、グラフや表などの資料の見方や読み取り方、活用の仕方を見

ると、できる児童とできない児童の差が見られる。 

△上記に伴い、「資料を読み取り、どのようなことが考えられるか（言える

か）」を考えることも、個人差があり、まったく意見・考えを持てず、周囲

に伝えられない児童も見られる。 

 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【思考力、判断力、表現力等】 

・東京都の位置や、都全体の地形、交通網などに着目し、東京都の様子を捉え、地

理的環境の特色を考え、表現する。 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

③ICT を効果的に活用した授業を進める。 

④全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

実践する 

【単 元】 

単元名： わたしたちの東京都   

指導時間： ３８ 時間   指導時期： １１～３ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①主体的・対話的で深い学びの実現 

→地図帳等を用いることで、東京都の地形や土地の使われ方の特色を考えやすくさ

せ、小集団で話し合わせる。 

②個に応じた手立ての充実 

→東京都の交通網（鉄道・高速道路等）がわかる資料を用意することで、「福生市から実際

に行くにはどのように行けばよいか」を考えやすくさせ、交通の様子をおさえる。 

③ICTの効果的な活用 

→実物投影機を用いて地図帳を映すことで、児童と一緒に東京都の地理的環境を確

認しやすくする。 

④授業のユニバーサルデザイン化 

→八丈島の観光について調べさせるために、ダイビングの写真や植物の写真、観光

客数のグラフ等を提示し、読み取らせる。 

 



福生市立福生第 七小 学校 

令和元年度  ５ 学年   社会 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

 

△日本の中で起きている社会的事象を日常生活と結び付けて捉えることが難し

い。 

△教科書や資料集の用語を調べるだけで満足してしまい、その出来事の背景や

理由などを考えることが不十分である。 

△調べ学習の際、グラフや表などの資料の見方や読み取り方、活用の仕方を見

ると、できる児童とできない児童の差が見られる。 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【思考力、判断力、表現力等】 

・貿易や運輸は、原材料の確保や生産の販売などにおいて、工業生産を支える

重要な役割を果たしていることを理解すること。 

・交通網の広がり、外国との関わりなどに着目して、貿易や運輸の様子を捉

え、それらの役割を考え、表現すること。 

【 

授 

業 

改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

③ICT を効果的に活用した授業を進める。 

④全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

実践する 

【単 元】 

単元名： 「世界とつながる日本の工業」   

指導時間： ５ 時間   指導時期： １１ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①主体的・対話的で深い学びの実現 

→個やグループを活用し、協働しながら資料を読み取るようにする。 

②個に応じた手立ての充実 

→視点を明確にして資料を見るように指導する。 

③ICTの効果的な活用 

→デジタル教材を利用し、教科書の写真やグラフ等を大型テレビで映し、提示

する写真や資料を明確に示す。 

④授業のユニバーサルデザイン化 

→１単位時間毎に学習のめあてを黒板に板書し、明確に示す。 



 

福生市立福生第七小学校 

令和元年度  ６ 学年   社会科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

〇歴史に対して興味を示す児童が多い。 

△教科書や資料集の用語を調べるだけで満足してしまい、その出来事の背景や

理由などを考えることが不十分である。 

△時代背景を踏まえながら、各時代の相互関係を捉える（政治や文化 etc.）こ

とが苦手である。 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【思考力、判断力、表現力等】 

・教科書や資料集等の資料を用い、まとめること。 

・我が国の歴史上の主な事象を捉え、我が国の歴史の展開を考えると共に、歴史を

学ぶ意味を考え、表現すること。 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 

①主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

③ICT を効果的に活用した授業を進める。 

④児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

実践する 

【単 元】 

単元名： 新しい文化と文学   

指導時間： ５ 時間   指導時期： １０ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①主体的・対話的で深い学びの実現 

→個やグループを活用し、協働しながら資料を読み取るようにする。 

②個に応じた手立ての充実 

→視点を明確にして資料を見るように指導する。 

③ICTの効果的な活用 

→写真や資料を大型テレビで映し、提示する写真や資料を明確に示す。 

④授業のユニバーサルデザイン化 

→単元や時代毎に学習のめあてを明確に示す。 

 



福生市立福生第七小学校 

令和元年度  １ 学年   算数 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○考える力が授業を通して、育ってきている。 

〇たし算、ひき算の計算力は身に付いてきた。 

△文章問題で示される場面の状況の理解が乏しかったり、言葉の意味を理解でき 

なかったりするために、正確な立式をすることができない児童がいる。 

△計算の仕方や課題解決の方法など、思考することが苦手な児童が多い。 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【知識及び技能】 

・加法及び減法が用いられる場面を式に表したり、式を読み取ったりすること。 

【思考力、判断力、表現力等】 

・数量の関係に着目し、計算の意味や計算の仕方を考えたり、日常生活に生かした

りすること。 

【 

授 

業 

改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

③ICT を効果的に活用した授業を進める。 

④全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

実践する 

【単 元】 

単元名： ３つの数の計算   

指導時間： ４ 時間   指導時期： ９ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①主体的・対話的で深い学びの実現 

→問題を日常生活において経験したことのある現実味のある場面を設定する。 

②個に応じた手立ての充実 

→具体物の操作や色分けし、文章と式を対応させることができるようにする。 

③ICTの効果的な活用 

→書画カメラを使い、考えを共有する。（ノート、手元の操作等） 

④授業のユニバーサルデザイン化  

→視覚化・・・絵カードや具体物を使って問題を提示し、理解を図る。 

操作化・・・具体物や半具体物を操作させることで、課題の理解を図る。 



福生市立福生第七小学校 

令和元年度  ２ 学年   算数 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○１学期のテスト結果の平均は、思考７３％、技能８５％、知識８５％                                                                            

△数の大きさ、長さ・かさの単位についての量感が不十分。    

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【思考力・判断力・表現力等】 

・累加の考えや乗数と積の関係などを基に，乗法九九の構成の仕方を考え表現す

ることができること。 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

③ICT を効果的に活用した授業を進める。 

④全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

実践する 

【単 元】 

単元名： 新しい計算を考えよう   

指導時間： ２５ 時間   指導時期： １０月 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①主体的・対話的で深い学びの実現 

→ペア・グループで課題についての考えを伝え合い、理解を促す。 

②個に応じた手立ての充実 

→既習事項の復習・活用、個々に応じた課題の設定、解決方法の選択、振り返り

で自力解決につなげる。 

③ICTの効果的な活用 

→書画カメラを使うことで、児童の考えを共有させる。 

④授業のユニバーサルデザイン化 

→具体物、九九表、九九カード、九九の歌、声に出すなど様々な方法を示し、児

童が自分に合った方法を選択できるようにする。 

 



福生市立福生第七小学校 

令和元年度  ３ 学年   算数 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

△既習事項を活用して、問題解決する力が育っていない児童がいる。                                                                     

△文章問題を読み解き、考えることが苦手な児童が多い。 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【知識及び技能】 
・２、３位数に１、２位数をかける乗法の計算が、九九などの基本的な計算を
基にしてできることと、その筆算の仕方を理解すること。 

【思考力、判断力、表現力等】 
・数量の関係に着目し、計算の仕方を考えたり計算に関して成り立つ性質を見
いだしたりするとともに、その性質を活用して、計算を工夫したり計算の確
かめをしたりすること。 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

③ICT を効果的に活用した授業を進める。 

④全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

実践する 

【単 元】 

単元名： かけ算の筆算としかたを考えよう   
指導時間： １５ 時間   指導時期： １０ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

→友達の考えのどこがいいのかを考え、表現させることで思考力を育成する。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

→倍の計算では、「話の通りに絵を描く」ことを繰り返すことで、何を聞かれてい

るのかを自分自身でつかめるようにしていく。 

③ICT を効果的に活用した授業を進める。 

→かけ算のきまりで、友達の考え方を検討する際に、ICT 機器を用いて、その場に

いても自分でどのやり方が良いかを検討する時間を確保する。 

④全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

→筆算の仕方を確認する際に、拡大投影機を用いて、丁寧に書けるように一緒に書

いていく。 

 



福生市立福生第七小学校 

令和元年度  ４ 学年   算数科  授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

△既習事項を活用して、問題解決する力が育っていない児童がいる。                                                                       
△文章問題を読み解き、考えることが苦手な児童が多い。      

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【思考力、判断力、表現力等】 

・数を構成する単位に着目し、大きさの等しい分数を探したり、計算の仕方を

考えたりするとともに、それを日常生活に生かすこと。 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

③ICT を効果的に活用した授業を進める。 

④全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

実践する 

【単 元】 

単元名： 分数   

指導時間： ９ 時間   指導時期： ２ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①主体的・対話的で深い学びの実現 

→大きさの等しい分数をペアやグループで探す活動を行う。 

②個に応じた手立ての充実 

→既習事項と考えの共有を活かした自力解決をする。 

③ICTの効果的な活用 

→数直線を提示し、分数の大きさや帯分数、仮分数を考えやすくする。 

④授業のユニバーサルデザイン化 

→分数の学習の根本となる１をいくつに分けた何こ分の考え方の共有をする。 

 



福生市立福生第 七小 学校 

令和元年度  ５ 学年   算数 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

△既習事項である四則計算の習得が未定着の児童が多い。 

△既習事項を活用して、問題解決する力が育っていない児童がいる。                                                                   

△文章問題を読み解き、考えることが苦手な児童が多い。 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【知識・技能】 

・四則演算や既習事項の定着を図る。 

・分数の性質や約分、通分の意味、異分母の分数の加法及び減法の計算の仕方を理

解させる。 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

③ICT を効果的に活用した授業を進める。 

④全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

実践する 

【単 元】 

単元名： 「分数のたし算とひき算」   

指導時間： １２ 時間   指導時期： １０ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①主体的・対話的で深い学びの実現 

→分数の性質や分数の演算方法について、ペア学習を用いながら考えの共有を

図り問題解決につなげる。 

②個に応じた手立ての充実 

→既習事項と考えの共有を活かした自力解決をする。 

③ICTの効果的な活用 

→数直線で分数の大きさを提示し、分数に対しての素地を養い、考えやすくす

る。 

④授業のユニバーサルデザイン化 

→みんなで共有した考えを掲示し、問題解決に活用する。 

 



福生市立福生第七小学校 

令和元年度  ６ 学年   算数科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

△既習事項を活用して、問題解決する力が育っていない児童がいる。                                                                       
△文章問題を読み解き、考えることが苦手な児童が多い。 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【思考力、判断力、表現力等】 

・単元ごとの系統性をつかみ、問題解決の際に既習事項の振り返りを行い、ど

の既習事項が活用できるか考えること。 

・文章問題の読み解き方として、何を答えればよいのか、文章からわかってい

ることは何かをつかむ力をつけること。そこから、数直線や図などで考え、

立式していけるよう多くの問題に挑戦すること。 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定する。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

③ICT を効果的に活用した授業を進める。 

④児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

実践する 

【単 元】 

単元名： 速さ   

指導時間： １１ 時間   指導時期： １０ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①主体的・対話的で深い学びの実現 

→速さの求め方の自分と友達の考えの共有と問題解決での深い学びをする。 

②個に応じた手立ての充実 

→既習事項と考えの共有を活かした自力解決をする。 

③ICTの効果的な活用 

→動画を提示し、道のりと時間を揃える考えを生み出せるようにする。 

④授業のユニバーサルデザイン化 

→みんなで共有した考えを掲示し、問題解決に活用する。 

 



福生市立福生第七小学校 

令和元年度  ３ 学年  理科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○自然事象に対して意欲的に向き合おうとする。 

△自然事象などから『なぜ』『どうして』の考えを持ち、追求・深めていくの

が苦手である。（思考力・判断力・表現力） 

△様々な生活体験をしているが、体験したことを学習と関連づけることが弱

い。（学びに向かう力・人間性等） 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【思考力・判断力・表現力等】 

・主に差異点や共通点を基に、問題を見い出す力を養う。 

【学びに向かう力・人間性】 

・生物を愛護する態度や主体的に問題解決しようとする態度を養う。 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

③全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

実践する 

【単 元】 

単元名： ものの重さと形    

指導時間： ６ 時間   指導時期： １２ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

→思考力・判断力・表現力の育成のために、比べる活動を通して児童が主体的に問
題を見い出せるような場づくりや、自然事象の提示を行う。同じ大きさ物で違う
材質のものが利用されている場面を提示し、どんな思いで、違う材質のものを使
ったのかを考え「自分だったらどうするか？」を考えさせ、社会で生かすための
思考力や判断力を育成する。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

→年度で自由に形を変えられる場をつくり、「どれの形が重いでしょう？」と問い
かけることで、形に注目しながら、重さを予想する場面をつくることで、「形を
変えても重さは変わらないというのか。」という問題を作れるようにする。 

③全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

→物の重さをはかる段階で、自由に物の重さ比べをすることを通して、計測する基
本的な技能を養いながら、「形」「色」「材質」「大きさ」などに注目する児童の言
葉から授業を作るようにしていく。 

 



福生市立福生第七小学校 

令和元年度  ４学年   理科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

△自然事象などから『なぜ』『どうして』の考えを持ち、追求・深めていくの

が苦手である。（思考力・判断力・表現力） 

△様々な生活体験をしているが、体験したことを学習と関連づけることが弱

い。（学びに向かう力・人間性等） 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【思考力、判断力、表現力等】 

・主に既習の内容や生活経験をもとに、根拠のある予想や仮説を発想する力を

養う。 

【学びに向かう力、人間性】 

・生物を愛護する態度や主体的に問題解決しようとする態度を養う。 

【 
授 
業 

改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 
①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

②ICT を効果的に活用した授業を進める。 

実践する 

【単 元】 

単元名： ものの温度と体積  

指導時間： ７ 時間   指導時期： １１ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

→既習を生かして根拠を考える活動を重点的に行うために、「空気の温度が変わる
と、空気の体積が変わる」という既習を、水の体積、金属の体積の予想の時に使
う場面を設定する。 

②ICT を効果的に活用した授業を進める。 

→線路のつなぎ目の場面を提示し、事故を未然に防ぐための方法を考えることで、
科学を活用することで安全を確保できることに目を向けられるようにする。 

 

 

 



福生市立福生第七小学校 

令和元年度 ５学年   理科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

△自然事象などから『なぜ』『どうして』の考えを持ち、追求・深めていくのが苦

手である。（思考力・判断力・表現力） 

△様々な生活体験をしているが、体験したことを学習と関連づけることが弱い。

（学びに向かう力・人間性等） 

 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【思考力、判断力、表現力等】 

・主に予想や仮説をもとに、解決の方法を発想する力を養う。 

【学びに向かう力、人間性】 

・生物を愛護する態度や主体的に問題解決しようとする態度を養う。 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 
①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

②ICT を効果的に活用した授業を進める。 

実践する 

【単 元】 

単元名： もののとけ方  

指導時間： １２ 時間   指導時期： １ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

→「食塩は、水にかぎりなくとけるだろうか。」という問いに対し、重さを量るた

めの実験器具や、溶かすものの量を変えることなど、自分で実験の方法を考える

場面を設定する。 

②ICT を効果的に活用した授業を進める。 

→塩づくりの場面を提示し、どうすれば塩がたくさん取れるかを考えることで、溶

けたものを取り出すことで活用できる場面もあることを感じられるようにする。 

 



福生市立福生第七小学校 

令和元年度  ６ 学年  理科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

△自然事象などから『なぜ』『どうして』の考えを持ち、追求・深めていくの

が苦手である。（思考力・判断力・表現力） 

△様々な生活体験をしているが、体験したことを学習と関連づけることが弱

い。（学びに向かう力・人間性等） 

 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【思考力、判断力、表現力等】 

・色々な水溶液の性質や金属を変化させる様子について追究する活動を通し

て、水溶液の性質について推論する能力を育てるとともに、水溶液の性質や

働きについての見方や考え方をもつことが出来るようにする。 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 

①主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

③ICT を効果的に活用した授業を進める。 

④児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

 

実践する 

【単 元】 

単元名： 水溶液の性質   

指導時間： ７ 時間   指導時期： １１ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①主体的・対話的で深い学びの実現 

→根拠や仮説を全員がもつ時間を設定し、友達と意見交換する場を設ける。 

②個に応じた手立ての充実 

→実感をもった実験を行えるよう、全員が実験に取り組める体制をとる。 

③ICTの効果的な活用 

→児童が推論したことを写真にとり iPad等を使い説明がわかりやすくする。 

④授業のユニバーサルデザイン化 

→視覚的に変化がとらえやすい教材（リトマス紙の拡大図など）を、適宜用い

ることが出来るようにする。 



 



福生市立福生第七小学校 

令和元年度  １ 学年   音楽科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

〇歌唱活動に、意欲を持って取り組む児童が多い。きれいに歌おうとする
児童もいる。 

△曲を鑑賞する時のめあてを、理解できる児童が少ない。 
△鍵盤ハーモニカ、リズム打ちの実技能力に、個人差がある。 
△集団で演奏する際に、自分の表現に夢中になってしまう児童がいる。 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【表現の技能】 

・実技能力の個人差を減らす。 

【鑑賞の能力】 

・自分の表現だけでなく、周りの歌や楽器の音色を聴く力をつける。 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

③ＩＣＴを効果的に活用した授業を進める。 

④全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

実践する 

【単 元】 

単元名： 「子犬のマーチ」   

指導時間： ５ 時間   指導時期： ２～３ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

① 主体的・対話的で深い学びの実現 

→お互いの歌唱や楽器の実技を聴きあい、感じたことの意見を発表する。 

② 個に応じた手立ての充実 

→補助楽譜の作成をする。指導補助員の支援。 

③ ＩＣＴの効果的な活用 

→書画カメラによる楽譜の提示。演奏録音をして確認する。 

④ 授業のユニバーサル化 

→めあて、単元計画、授業予定内容の板書をして見通しを持たせる。 

 



福生市立福生第七小学校 

令和元年度  ２ 学年   音楽科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

〇意欲的に音楽活動に取り組んでいる児童が多い。 
〇歌唱活動では、頭声発声の意識が少しずつ出てきている。 
△鍵盤ハーモニカ、リズム打ちの実技能力に、個人差がある。 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【表現の技能】 

・鍵盤ハーモニカ、リズム打ちの実技能力の個人差を減らす。 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

③ＩＣＴを効果的に活用した授業を進める。 

④全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

実践する 

【単 元】 

単元名： 「山のポルカ」  

指導時間： ４ 時間   指導時期： ８～９ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①主体的・対話的で深い学びの実現 

→鍵盤ハーモニカの実技、リズム打ちを聴きあい、感じたことの意見を発

表する。 

②個に応じた手立ての充実 

→補助楽譜の作成をする。指導補助員の支援。 

③ＩＣＴの効果的な活用 

→書画カメラによる楽譜の提示。演奏録音をして確認する。 

④授業のユニバーサル化 

→めあて、単元計画、授業予定内容の板書をして見通しを持たせる。 

 



福生市立福生第七小学校 

令和元年度 ３ 学年  音楽科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

〇歌唱、楽器演奏活動に、意欲的に取り組む児童が多い。 
△授業規律が、定着していない児童がいる。 
△実技能力の個人差がある。 
△楽典的な内容の理解ができていない児童がいる。 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【表現の技能】 

・実技能力の個人差を減らす。 

・楽典内容を定着させる。 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

③ＩＣＴを効果的に活用した授業を進める 

④全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

実践する 

【単 元】 

単元名： 「ゆかいな木琴」   

指導時間： ４ 時間   指導時期： １１ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①主体的・対話的で深い学びの実現 

→リコーダーや木琴の実技、大太鼓や小太鼓のリズム打ちを聴きあい、感

じたことの意見を発表する。 

②個に応じた手立ての充実 

→補助楽譜の作成をする。指導補助員の支援。 

③ＩＣＴの効果的な活用 

→書画カメラによる楽譜の提示。演奏録音をして確認する。 

④授業のユニバーサル化 

→めあて、単元計画、授業予定内容の板書をして見通しを持たせる。 

 



福生市立福生第七小学校 

令和元年度  ４ 学年  音楽科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

〇全体的には、意欲的に学習活動に取り組んでいる。 
〇楽典的な内容に興味を持って、理解しようとする児童が多い。 
△実技能力や理解力に個人差がある。 
 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【表現の技能】 

・リコーダーや木琴、鉄琴などの実技能力の個人差を減らす。 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

③ＩＣＴを効果的に活用した授業を進める。 

④全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。  

実践する 

【単 元】 

単元名： オーラリー   

指導時間： ３ 時間   指導時期： １１ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①主体的・対話的で深い学びの実現 

→リコーダーの実技、木琴・鉄琴の演奏を聴きあい、感じたことの意見を

発表する。 

②個に応じた手立ての充実 

→補助楽譜の作成をする。指導補助員の支援。 

③ＩＣＴの効果的な活用 

→書画カメラによる楽譜の提示。演奏録音をして確認する。 

④授業のユニバーサル化 

→めあて、単元計画、授業予定内容の板書をして見通しを持たせる。 

 



福生市立福生第七小学校 

令和元年度  ５ 学年  音楽科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

〇落ち着いて、音楽活動に取り組む。 
〇頭声発声で、歌える児童が多い。 
△楽曲のレベルや、取り組む内容が少し難しくなると、諦めてしまう児童
が少なくない。 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【関心・意欲・態度】 

・学年相応の内容に、諦めずに取り組む気持ちを育てる。 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

③ＩＣＴを効果的に活用した授業を進める。 

④全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

実践する 

【単 元】 

単元名： キリマンジャロ   

指導時間： ４ 時間   指導時期： １２ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①主体的・対話的で深い学びの実現 

→リコーダーや楽器実技演奏を聴きあい、感じたことの意見を発表する。 

②個に応じた手立ての充実 

→補助楽譜の作成をする。指導補助員の支援。 

③ＩＣＴの効果的な活用 

→書画カメラによる楽譜の提示。演奏録音をして確認する。 

④授業のユニバーサル化 

→めあて、単元計画、授業予定内容の板書をして見通しを持たせる。 

 



福生市立福生第七小学校 

令和元年度  ６ 学年  音楽科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

〇音楽活動への意欲は、かなり高い。 
△考える力が弱い。 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【表現の技能】 

・曲想の移り変わりを感じ取りながら、楽曲の構成要素を理解する。 

・既習楽典内容をきちんと理解し定着する。 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

③ＩＣＴを効果的に活用した授業を進める。 

④全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

実践する 

【単 元】 

単元名： 「木星」   

指導時間： ３ 時間   指導時期： １１ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①主体的・対話的で深い学びの実現 

→曲想の移り変わりや感じたことの意見を発表する。 

②個に応じた手立ての充実 

→補助楽譜の作成をする。指導補助員の支援。 

③ＩＣＴの効果的な活用 

→書画カメラによる楽譜の提示。演奏録音をして確認する。 

④授業のユニバーサル化 

→めあて、単元計画、授業予定内容の板書をして見通しを持たせる。 

 

 

 



福生市立福生第七小学校 

令和元年度  １ 学年  図画工作 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

 

○造形活動に意欲的に取り組む児童が多い。 

○思いついたことを、発想豊かに作品に表現できる。 

△周りの作品を真似してしまい、自分の発想を作品に活かせない児童がいる。 

△集中して授業に取り組む児童が多い中、集中力が続かず、別のことを始めて

しまう児童もいる。 

△鑑賞をする際の視点が分かっていない。 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【創造的な技能】 

・造形遊びをする活動を通して、手や体全体の感覚を働かせ、自分自身で活動

を工夫して作る。 

【鑑賞の能力】 

・鑑賞をするときの視点が分かり、自分の見方や感じ方を深めること。 

【 

授 

業 

改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

③ICT を効果的に活用した授業を進める。 

④全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

実践する 

【単 元】 

題材名： ひかりのくにのなかまたち  

指導時間： ４ 時間   指導時期： ８・９ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①主体的・対話的で深い学びの実現 

→友達の作品を見て回り、自分の作品に生かせるような時間を設定する。 

②個に応じた手立ての充実 

→アイデアを提案する。・できていることを評価する。 

③ICTの効果的な活用 

→導入で道具の紹介をしたり、途中段階で作品を紹介したりする。 

④授業のユニバーサルデザイン化 

→展開の構造化を図り、作品制作、鑑賞、振り返りの時間を明確にする。 



 

福生市立福生第七小学校 

令和元年度  ２ 学年   図画工作科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○造形活動に意欲的に取り組む児童が多い。 

○道具を正しく使う力が身に付いている。 

○思いついたことを、発想豊かに作品に表現できる。 

△楽しくなりすぎると作品作りにのめり込んでしまい、切り替えができない。 

△鑑賞をする際の視点を理解しつつあるが、まだ理解できていない児童がい

る。 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【鑑賞の能力】 

・鑑賞をするときの視点が分かり、自分の見方や感じ方を深めること。 

【 

授 

業 

改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

③ICT を効果的に活用した授業を進める。 

④全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

実践する 

【単 元】 

題材名： コロコロ大さくせん！   

指導時間： ４ 時間   指導時期： ９ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①主体的・対話的で深い学びの実現 

→途中段階で友達の作品を見て回り、実際に触れて遊ぶ。自分の作品に生かせ

るような時間を設定する。 

②個に応じた手立ての充実 

→アイデアを提案する。できていることを評価する。 

③ICTの効果的な活用 

→作品を紹介するなどし、見本を分かりやすく提示できるようにする。 

④授業のユニバーサルデザイン化 

→展開の構造化を図り、作品制作、鑑賞、振り返りの時間を明確にする。 



 

福生市立福生第七小学校 

令和元年度  ３ 学年  図画工作科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

 

○造形活動に意欲的に取り組む児童が多い。 

○道具を正しく使う力が身に付いている。 

○思いついたことを、発想豊かに作品に表現できる。 

△集中力が続かない。 

△楽しくなりすぎると作品作りにのめり込んでしまい、切り替えができない。 

△鑑賞をする際の視点を理解しつつあるが、まだ理解できていない児童がい

る。 

 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【鑑賞の能力】 

・鑑賞をするときの視点が分かり、自分の見方や感じ方を深めること。 

【 

授 

業 

改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

③ICT を効果的に活用した授業を進める。 

④全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

実践する 

【単 元】 

題材名： 光と色のファンタジー  

指導時間： ６ 時間   指導時期： ９ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①主体的・対話的で深い学びの実現 

→光を当てる児童など、班の中で役割分担を決め、協力し合いながら、作品を

鑑賞する。 

②個に応じた手立ての充実 

→アイデアを提案する。できていることを評価する。 

③ICTの効果的な活用 

→導入での作品の作り方の説明で、書画カメラなどでわかりやすく提示できる

ようにする。 

④授業のユニバーサルデザイン化 

→展開の構造化を図り、作品制作、鑑賞、振り返りの時間を明確にする。 



 

福生市立福生第七小学校 

令和元年度  ４ 学年  図画工作科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○主体的に学習活動に取り組んでいる。 

○授業の意図を汲み取ることに長けている子が多い。 

△こだわりを強くもつ子が多いため、作業に時間をかけすぎてしまう。 

△聞いたことがすぐ頭から抜けてしまい、質問が多い。 

△発想の段階で時間がかかったり、躓いたりする児童がいる。 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【発想や構想の能力】 

・絵や立体、工作に表す活動を通して、感じたこと、想像したこと、見たこと

から、表したいことを見付けることや、表したいことや用途を考え、形や

色、材料などを生かしながら、どのように表すかについて考える。 

【 

授 

業 

改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

③ICT を効果的に活用した授業を進める。 

④全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

実践する 

【単 元】 

題材名： つくって、つかって、たのしんで   

指導時間： ８ 時間   指導時期： ９ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①主体的・対話的で深い学びの実現 

→友達の作品を見て回り、自分の作品に生かせるような時間を設定する。 

②個に応じた手立ての充実 

→アイデアを提案する。・できていることを評価する。 

③ICTの効果的な活用 

→面白い表現や作品を書画カメラで紹介することで、発想を促す。 

④授業のユニバーサルデザイン化 

・展開の構造化を図り、作品制作、鑑賞、振り返りの時間を明確にする。 



 

福生市立福生第七小学校 

令和元年度  ５ 学年  図画工作科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○授業に集中し、落ち着いて学習活動に取り組んでいる。 

○授業の意図を汲み取ることに長けている子が多い。 

〇鑑賞の視点を理解し、友達の作品の良さを具体的に説明することができる。 

△自分が表現したいことが明確になく、作品のクオリティが中途半端になる。 

△手先が器用な子と不器用な子と差がある。 

 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【創造的な技能】 

・造形遊びをする活動を通して、活動に応じて材料や用具を活用するととも

に、前年度までの材料や用具についての経験や技能を総合的に生かしたり、方

法などを組み合わせたりするなどして、活動を工夫してつくること。 

【 

授 

業 

改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

③ICT を効果的に活用した授業を進める。 

④全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

実践する 

【単 元】 

単元名： クルリンアート   

指導時間： ８ 時間   指導時期： ９・１０ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①主体的・対話的で深い学びの実現 

→友達の作品を見て回り、自分の作品に生かせるような時間を設定する。 

②個に応じた手立ての充実 

→作業で困っている児童を支援する・できていることを評価する。 

③ICTの効果的な活用 

→テレビで児童の作品を提示したり、道具の使い方を動画にして導入で見せた

りする。 

④授業のユニバーサルデザイン化 

→展開の構造化を図り、作品制作、鑑賞、振り返りの時間を明確にする。 



福生市立福生第七小学校 

令和元年度  ６ 学年  図画工作科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○授業に集中し、落ち着いて学習活動に取り組んでいる。 

○授業の意図を汲み取ることに長けている子が多い。 

○自分が表現したいことがはっきりとしている子が多い。 

〇鑑賞の視点を理解し、友達の作品の良さを具体的に説明することができる。 

△手先が器用な子と不器用な子と差がある。 

 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【創造的な技能】 

・造形遊びをする活動を通して、活動に応じて材料や用具を活用するととも

に、前年度までの材料や用具についての経験や技能を総合的に生かしたり、方

法などを組み合わせたりするなどして、活動を工夫してつくること。 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

③ICT を効果的に活用した授業を進める。 

④全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

実践する 

【単 元】 

題材名：布と枝のコンサート 

指導時間： ８ 時間   指導時期： ９ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①主体的・対話的で深い学びの実現 

→友達の作品を見て回り、自分の作品に生かせるような時間を設定する。 

②個に応じた手立ての充実 

→作業で困っている児童を支援する・できていることを評価する。 

③ICTの効果的な活用 

→テレビで児童の作品を提示したり、道具の使い方を動画にして導入でみせた

りする。 

④授業のユニバーサルデザイン化 

→展開の構造化を図り、作品制作、鑑賞、振り返りの時間を明確にする 

 



福生市立福生第七小学校 

令和元年度  １ 学年   体育 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

〇運動遊びに進んで取り組む児童が多い。 

〇運動遊びの方法やルールを理解して、楽しく運動する力が育ってきた。 

△運動遊びの行い方を工夫し、さらに友達と協力していく意識を高めたい。 

 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【思考力、判断力、表現力等】 

・跳び箱を用いた簡単な遊び方を工夫するとともに、考えたことを友達に伝え

られるようにする。 

【学びに向かう力、人間性等】 

・跳び箱を使った運動遊びに進んで取り組めるようにする。 

【 

授 

業 

改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

③ICT を効果的に活用した授業を進める。 

④全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

実践する 

【単 元】 

単元名： 器械・器具を使っての運動遊び（とび箱）  

指導時間： ７ 時間   指導時期： １１ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①主体的・対話的で深い学びの実現 

→色々な跳び方を考え、友達に伝える機会を多く設ける。 

②個に応じた手立ての充実 

→怖くて取り組めない児童には、高さを変えたり、場を複数設定したりして対

応する。 

③ICTの効果的な活用 

→友達の考えた動きを動画で見て参考にできるようにする。 

④授業のユニバーサルデザイン化 

→授業の流れを掲示することで見通しをもたせるようにする。 



 

福生市立福生第七小学校 

令和元年度  ２ 学年   体育 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○運動に対しての意欲・態度は高い。ルールを守りみんなで楽しく運動をすること

ができる。 

○自分の能力に合わせて運動する場を選択できている。 

△運動における感覚の個人差が大きく、それぞれの運動の基本的な動きを苦手とし

ている児童が多い。 

 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【知識及び技能】 

・それぞれの運動の基本的な動きを身に付けること。 

【 

授 

業 

改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

③ICT を効果的に活用した授業を進める。 

④全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

実践する 

【単 元】 

単元名： 跳び箱を使った運動遊び   

指導時間： ８ 時間   指導時期： １０ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

→ペアやグループで運動を見合い、動きのポイントをアドバイスする。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

→運動のポイントを児童に気付かせ、個々に応じた課題に取り組めるようにする。 

③ICT を効果的に活用した授業を進める。 

→運動の様子の動画を本人に見せ、課題解決に向かわせる。 

④全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

→運動のポイントの掲示や課題に応じた運動場所の設定をする。 



福生市立福生第七小学校 

令和元年度  ３ 学年   体育 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

△教え合ったり、より良いルールを考えたりすることが苦手な児童がいる。 

△種目に応じた基本的な運動をすることは、学年相応以上の運動ができている

子もいれば、下学年で習得すべき運動ができていない子もいるので、個人差

がある。 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【知識及び技能】 

・蹴る、打つ、捕る、投げるなどのボール操作と得点をとったり防いだりする動きによっ

て、易しいゲームをすること。 

【思考力、判断力、表現力等】 

・規則を工夫したり、ゲームの型に応じた簡単な作戦を選んだりするとともに、考えたこと

を友達に伝えること。 

【学びに向かう人間性等】 

・運動の進んで取り組み、規則を守り誰とでも仲よく運動したり、勝敗を受け入れたり、友

達の考えを認めたり、場や用具の安全に気を付けたりすること。 

【 

授 
業 

改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

③ICT を効果的に活用した授業を進める。 

④全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

実践する 

【単 元】 

単元名： ベースボール型ゲーム   

指導時間： ８ 時間   指導時期： １０ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

→運動の得意な子と苦手な子が一緒になるようにペアやグループを編成し、学び合

える場を作る。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

→ボールを操作する時間を始めの時間に取り入れるようにする。 

③ICT を効果的に活用した授業を進める。 

→ICT機器を用いて正しい動きを全員が見たい時に見られるようにする。 

④全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

→毎時間授業の始めに学習の流れを示し見通しをもたせるようにする。・運動のポ

イントを明確に示し、視覚的にわかるようにワークシートを用意する。 

 

  



 

福生市立福生第七小学校 

令和元年度 ４ 学年  体育科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

△授業への意欲は高いが、向上心に欠けることがある。 

△運動における感覚の個人差が激しくなってきている。 

△互いに教え合おうとする意識はあるものの、偏りがある。 

 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【思考力、判断力、表現力等】 

・自己の能力に適した課題を見付け、技ができるようになるための活動を工夫する

とともに、考えたことを友達に伝えることができる。 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

③ICT を効果的に活用した授業を進める。 

④全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

実践する 

【単 元】 

単元名： 器械運動（マット運動）   

指導時間： ６ 時間   指導時期： ９ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①主体的・対話的で深い学びの実現 

→自己の課題を知らせることで、課題解決に向けて練習させたり、友達と教え合っ

たりするようにさせる。 

②個に応じた手立ての充実 

→技のポイントを明確にし、足の伸ばし方や回転の勢いをつける動き等を身に付く

よう配慮する。 

③ICTの効果的な活用 

→自分の取り組みと上手な人の取組を iPadで撮影したものを、比べたり課題を見

付けさせたりできるようにする。 

④授業のユニバーサルデザイン化 

→１単位時間の流れを掲示することで、見通しをもたせるようにする。 

 



福生市立福生第七小学校 

令和元年度  ５ 学年   体育 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○授業への意欲は高い。 

△向上心に欠けることがある。 

△運動における感覚の個人差が激しくなってきている。 

△互いに教え合おうとする意識に乏しい。 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【知識及び技能】 

・回転系や巧技系の基本的な技を安定して行ったり、その発展技を行ったり、

それらを繰り返したり組み合わせたりすることができる。 

【思考力、判断力、表現力等】 

・自己の課題を把握し、その解決の仕方や技の組み合わせを工夫するととも

に、仲間の考えたことを他者に伝えることができる。 

【 

授 

業 

改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

③ICT を効果的に活用した授業を進める。 

④全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

実践する 

【単 元】 

単元名： 「マット運動」   

指導時間： ６ 時間   指導時期： ９ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①主体的・対話的で深い学びの実現 

→自己の課題を知り、自己で課題を練習したり、友達と認め合ったり教え合っ

たりするようにする。 

②個に応じた手立ての充実 

→技のポイントを明確化し、視覚的にわかるようにポイントカードを用意す

る。 

③ICTの効果的な活用 

→自分の技を Ipadで撮影し、グループ内で改善できるようにする。 

④授業のユニバーサルデザイン化 

→授業の流れを掲示することで見通しをもたせるようにする。 



福生市立福生第七小学校 

令和元年度  ６ 学年   体育科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

○授業への意欲は高く、向上心がある。 

△運動における感覚の個人差が激しくなってきている。 

△互いに教え合おうとする意識はあるものの、偏りがある。 

 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【知識及び技能】 

・回転系や巧技系の基本的な技を安定して行ったり、その発展技を行ったり、それ

らを繰り返したり組み合わせたりすることができる。 

【思考力、判断力、表現力等】 

・自己の課題を把握し、その解決の仕方や技の組み合わせを工夫するとともに、仲

間の考えたことを他者に伝えることができる。 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 

①主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

③ICT を効果的に活用した授業を進める。 

④児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

実践する 

【単 元】 

単元名：器械運動（マット運動）  

指導時間： ６ 時間   指導時期： ９～１０ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①主体的・対話的で深い学びの実現 

→自己の課題を知り、自己で課題を練習したり、友達と教え合ったりするようにす

る。 

②個に応じた手立ての充実 

→技のポイントを明確化し、視覚的にわかるようにポイントカードを用意する。 

③ICTの効果的な活用 

→シンクロタイムにおける実演を iPadで撮影し、比べたり改善したりできるよう

にする。 

④授業のユニバーサルデザイン化 

→授業の流れをカードに掲示することで見通しをもたせるようにする。 

 



福生市立福生第七小学校 

令和元年度  ５ 学年   家庭 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

〇実習に対する意欲はかなり高い。 

〇学習したことを生活に生かそうとする気持ちはまだ不十分である。 

△技能における個人差が激しい。 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【知識及び技能】 

・手縫いやミシン縫いによる目的に応じた縫い方及び用具の安全な取り扱いつ

いて理解し、実践すること。 

・トートバッグの製作を工夫すること。 

【 
授 

業 

改 

善 

策 

】 

授業改善の手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

③ICT を効果的に活用した授業を進める。 

④全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

実践する 

【単 元】 

単元名： 「わくわくミシン」   

指導時間： １０ 時間   指導時期： ９～１１ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①主体的・対話的で深い学びの実現 

→同じ課題の児童同士でグループを編成し、互いの製作について話し合いなが

ら活動を進めるようにする。 

②個に応じた手立ての充実 

→担任がＴ２として授業に入り、チームティーチングを行うことでつまずきを

早期発見し手立てを考えて授業を実施する。 

③ICTの効果的な活用 

→手縫いの仕方やミシンの扱い方を、書画カメラやタブレット端末を用いて視

覚的に指導を行い、適切に取り扱うことができるようにする。 

④授業のユニバーサルデザイン化 

→単元計画・時間配分を掲示し、見通しをもたせるようにする。 

 



福生市立福生第七小学校 

令和元年度  ６ 学年   家庭 科 授業改善推進プラン 

 

児童・生徒の 

【実  態】 

〇学習に対する意欲は高い。特に実習系のものは、非常に意欲的に行ってい

る。 

△技能習得における個人差がある。 

△学習した知識を応用したり、実践に活かしたりしていく力が不十分である。 

重点的に 

育成すべき 

【資質・能力】 

【知識及び技能】 

・手縫いやミシン縫いによる目的に応じた縫い方及び用具の安全な取り扱いつ

いて理解し、実践すること。 

・エプロンの製作を工夫すること。 

【 

授 

業 
改 
善 

策 

】 

授業改善の手だて 

①児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的に設定し、深い学びを実現させる。 

②一人一人の基礎学力の確実な定着に向け、個に応じた手立てを充実させる。 

③ICT を効果的に活用した授業を進める。 

④全ての児童が「わかる」授業のために、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

実践する 

【単 元】 

単元名： 楽しくソーイング   

指導時間： １０ 時間   指導時期： ９～１１ 月頃 

単元における 

具体的な手だて 

①主体的・対話的で深い学びの実現 

→グループ編成を、同じ課題をもつ児童同士で構成する。互いの製作について

話し合いながら活動を進めるようにする。 

②個に応じた手立ての充実 

→指導補助教員と共に、チームティーチングを行うことで個々の課題を早期に

把握し、改善に向けて指導する。 

③ICTの効果的な活用 

→手縫いの仕方やミシンの扱い方を、書画カメラを用いて視覚的に指導を行

い、適切に取り扱うことができるようにする。 

④授業のユニバーサルデザイン化 

→単元計画・時間配分を掲示し、見通しをもたせるようにする。 

 


