
身に付けさせたい力（伸ばしたい力） 児童の課題を解決していくための工夫 成果と課題（年度末）

国
語

〇考えたことや伝えたいことなどについ
て、的確に話す力

〇目的や意図に応じ、文章全体の構
成の効果を考えて文章を書く力

〇内容や要旨を捉えながら読む力

〇スピーチや討論、話し合い活動を行う際に自分の
考えをメモにまとめるとともに、話し方や場に応じた言
葉遣いができるように、話型を提示する。
〇書く時間を十分に設定し、伝えたいことを事前にメ
モしてから書かせる。また、書いた文章を友達と読み
合い、推敲する時間を設定する。
〇読み取ったことから感想・意見をもつ際には、叙述
や接続語、文末の表現などに着目させ、それを基に
根拠をもたせる。

〇話型の提示することにより、自分の意見や考えを
的確に相手に伝えることができるようになった。特に
話し合い活動の場面では、的確に話題に合うような
発言ができるようになった。
〇書きたいことをメモしてから本文を書き、互いに読
み合う時間を確保することによって、文章全体の構成
の効果を考えて文章を書くことができるようになった。
〇叙述や接続語、文末の表現に着目させるこで、本
文の内容を正確に読み取る力を身に付けさせること
ができたが、読み取った内容を根拠に感想・意見を
もつことが難しい児童が多い。

社
会

○社会的事象に対して興味・関心を
もって情報収集し、調べてみたいことを
見付け、学習問題を設定しながら調べ
ようとする力

○複数の資料から必要な情報を読み
取り、学習問題に対して大事なことを落
とさずにまとめる力

○歴史上の人物や文化遺産、政治の
働きなどについて調べて分かったこと
から、社会的な事象の意味について考
え、表現することができる力

○児童が興味や関心をもつような写真や動画などを
提示することで、出会った社会的な事象に対して疑問
に思ったことや、調べてみたいことをまとめ共有する。

○資料から得た情報を基に、自分の考えをもち、予想
して学習に取り組む。また、資料の気付きを共有した
り、比較したりすることで考えを深められるようにする。
○人々の工夫や努力、願いを調べて覚えるだけでな
く、それらを調べることで社会全体でどのような意味が
あるのかを考えて、話し合い活動等を通して考えを深
めさせる。

○社会的事象や提示された資料から多面的に
気付きや疑問を出し合い交流する中で学習問
題を設定して取り組めるようになった。

○単元を通しての学習問題を調べるために、1
時間毎にしっかりとテーマに沿って調べ、まと
められる力が付いた。また、友達の良い考えに
も気付けるようになったことで、より深い学びに
つなげることができるようになった。
○歴史的事象だけでなく、政治の仕組みなど
を学ぶ際に友達との話し合い活動の中で自分
たちの生活とのつながりなどに気付けるように
なるなど学びを深めることができた。

算
数

○問題の要点を捉えて、課題をつか
み、根拠をもって、正しく立式する力
○小数や分数の計算を正確に行い、
必要に応じて使い分ける力
○既習事項を生かして、筋道を立てて
考え、論理的に説明する力

○グラフや資料から数量関係や特徴を
正しく読み取る力

○文章問題では、4マス関係表や数直線図等を活用
し、根拠をもって、正しく立式できるようにする。
○小数や分数の基本的な計算練習を定期的に行う

○自分の考え方を図や式だけでなく、理由を分かりす
く言葉で書かせ、それを友達に説明する活動を取り入
れる。
○絵や数直線上に表す具体的活動を通して、グラフ
や資料を読み取る力を育む。

○問題に出てくる数値を4マス関係表や数直
線図を用いて、正しく立式する児童が増えてき
た。
○振り返りの時間などで基本的な計算問題を
繰り返し取り組むことで、小数や分数の計算を
定着させることができた。
○図の描き方を考えて、意欲的に描くことがで
きる児童が増えた。
○絵や数直線を活用することで、資料のちらば
りを整理し、正しく読み取ることができた。

理
科

〇課題を発見し、課題を解決するため
の方法を考え、実行できる力

〇実験結果から自然事象に対す考察
を行える力

〇正しく観察し、記録する力

〇単元の導入の際に、既習事項や身近な自然事象
から、確かめたいことや疑問に思うことを共有する。ま
た、課題に対し予想と予想に対する根拠を書かせ、実
験・観察を行う。
〇予想を基に実験・観察結果の仮説を立てさせ、見
通しをもたせる。また、考察する際に課題を振り返り、
何を調べていたかを確認しながら考察する。
〇実験や観察の手順を画像や映像で確認しながら行
う。

〇既習事項や身近な自然事象を基に課題を
設定することで、自分の知識や経験を基に予
想を立てる児童が増えた。

〇予想を基に仮説を立てさせて、実験・観察の
結果を考察させることで、課題に対する答えは
どうなるのか考える児童が増えた。
〇実験・観察の手順を細かく確認しながら活動
を行い、安全で正確に結果を記録する力が身
に付いた。

体
育

○課題を解決するために、主体的に学
習に取り組む力

○各運動領域の特性に応じた技能

○友達と協力し、互いに高め合う力

○個人やチームでそれぞれの課題を見付け、解決す
るためのめあてを主体的に見付けていけるようにす
る。毎時間立てさせる。課題解決に向けて主体的・協
働的な活動ができるような場や時間を設定し振り返り
やすくする。
○各運動領域で身に付けさせたい技能をオリエン
テーションや学習資料等で分かりやすく提示すること
で技能面の課題を見付けやすくする。さらに、技能を
身に付けるための場や時間を設定し、主体的・協働的
な取り組みから互いに関わり合いながら技能を伸ばし
ていけるようにする。
○ペアやトリオ、チームなどでの活動での関わり合い
や学習カードを通して、友達の良さや技能の高まり、
課題などを相互に伝え合う場をつくる。よい気付きや
振り返りは教師が価値付けて紹介し、全体に広げてい
く。

○チームの課題から個人のめあてを設定し
て、主体的に取り組む力が付いた。また、友達
との関わりの中で課題を確認し、活動の中で修
正できる場面も出てくるようになった。

○オリエンテーションや資料、学習カード等の
工夫から技能のポイントやコツなど共有できる
ようになり、技能面の向上につながった。特に
ボール運動では技能面だけでなく、チームの
作戦やチームの特徴などを知る手掛かりにで
きたことで、主体的・協働的な取組ができた。
○ペアやチームなどでの活動を行う際に、学
習カードを有効活用できるようになったことで、
課題を共有し、互いの良さを認め合える関わり
も生まれ互いに高め合うことができた。

学年の児童の実態と課題（学習への取り組み、家庭学習、学習準備状況、など）

各教科
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６年生
日々の学習に意欲的に取り組むことができている。特に、資料から読み取れることや自分の考えをノートに書く活動や、自分の考えや
意見を発表する活動では、積極的に取り組むことができ、その力を伸ばしている。また、行事では最高学年としての責任感と小学校生
活最後だという思いから、学年で一体感をもって取り組んでいる。さらに、一年生のお世話や委員会活動、クラブ活動など他学年との
交流の中で、集団をまとめたり誰かのために頑張ろうとしたりすることが多い。家庭学習では、昨年度から取り組んでいる自主勉強の取
り組みにより、主要四教科の予習や復習を行うほかに授業中に疑問に思ったことや気になったことを調べてまとめている児童もいる。課
題としては、自主勉強の取り組みの内容や量について、中学校への準備としては不十分な児童もいるため、個別に指導をしていく。
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総
合
的
な
学
習
の
時
間

○課題解決のために必要な資料を見
付け、活用できる力

○相手意識・目的意識をもって調べ、
調べたことを適切に発表する力
○新たな課題を見付け、課題解決を通
して、一つの事象に対して多面的に捉
える力
○問題の解決や探究活動に主体的、
協同的に取り組む力

○分類した課題を提示し、興味をもったものについて
調べるようにする。また、児童の調べ学習に合った資
料を紹介する。
○発表する立場と発表を聞く立場の両方の役割を交
代しながら練習を行い、改善していく。
〇他の児童がまとめた発表を聞き、多面的に物事を
捉えるようにしていく。
○主体的に取り組む場面と協同的に取り組む場面を
設定するとともに、それぞれの場面で、個々の役割を
明確にし、その場に応じた力を付けさせていく。

○調べ学習を行う際に書籍だけでなく、ICTを
有効に活用できるようになった。

○ユニバーサルデザインやオリンピック・パラリ
ンピックの発表会でプレゼンテーションソフトで
作成した資料を互いに見合いアドバイスし合っ
たことで、要約の仕方や資料の提示の仕方を
学び合いよりよい発表をすることができた。
○友達の発表を聞き、感想を交流することで、
様々な考え方に触れることができ、以前よりも
多面的に物事を捉えられるようになった。
○プレゼンテーションソフトを発表資料作りに
有効活用したことで特に協働的に活動できる
場面が増えた。考えを分かりやすくまとめたこと
で、交流も多く生まれ、アドバイスか修正するな
ど主体的に学ぶ力も身に付いた。

外
国
語

〇外国語を用いて積極的にコミュニ
ケーションを図る力

〇日本と外国との言語や生活、文化の
違いを知り、多様な見方や考え方をも
つ力

〇外国語を用いて互いに思いを伝え合う場を多く設
定し、教員も含めてコミュケーションを行い、楽しさに
気付けるようにする。
〇日本とは違う外国の言語や生活、文化に触れさせ、
違いや共通点に気付かせることで、新たな見方や考
え方をもてるようにする。

〇ALTと連携して英語によるコミュニケーション
のお手本を示し、児童同士や児童と教員とで
コミュニケーションを行い、英語で話す楽しさに
気付かせることができた。
〇様々な国の文化・言語・生活を画像を用い
て紹介することで、日本と外国との違いや共通
点に気付き、様々な考え方をもてる児童が増え
た。

音
楽

○各声部の歌声や全体の響き、伴奏
を聴いて、声を合わせて歌う力

○曲想を生かした表現を工夫し、思い
や意図をもって演奏する力

○楽曲を聴いて想像したことや感じ
取ったことを言葉で表すなどして、楽曲
の特徴や演奏の良さを理解する力

○主な旋律や副次的な旋律のそれぞれの音をしっか
り歌えるようにしてから、パートに分かれて1音、2音と
少しずつ音を増やして歌い、聴き役を決め、全体の
ハーモニーを聴いて、良かったところやアドバイスなど
をさせるようにする。
○互いの楽器の音、リズム、主な旋律や副次的な旋
律、音の重なりや和声の響き、音楽の縦と横の関係を
聴き取り、それらの働きが生み出すよさや面白さなど
を感じ取りながら、どのように演奏するかについて自分
の考えや願い、意図をもち、意見交流をし、演奏したり
合奏したりさせる。
○ワークシートを使い、想像したことや感じ取ったこと
を言葉で表し、発表し共有させ、楽曲の特徴や演奏
の良さを理解させる。

○主な旋律や副次的な旋律のそれぞれの音をしっ
かりと歌えるようになってから、パートに分かれて少し
ずつ音を増やしていくことで無理なく歌うことができる
ようになってきた。全体のハーモニーを聴いた聴き役
から、良かったところやアドバイスをもらうことで自分
たちで課題を見つけ次のステップに進むことができ
た。
○互いの楽器の音、リズム、主な旋律や副次的な旋
律、音の重なりや和声の響き、音楽の縦と横の関係
を聴き取り、それらの働きが生み出すよさや面白さな
どを感じ取りながら、どのように演奏するかについて
自分の考えや願い、意図をもち、意見交流をすること
ができた。少しずつではあるが、演奏の技能に結び
付けることができた。
○楽曲から想像したことや感じ取ったことなどを言葉
で表し、発表し共有することで楽曲の特徴や演奏の
良さを理解し、ワークシートに記入できる言葉が増え
てきた。

図
工

○自分にとっての表現に値する「もの」
や「こと」を見付け、自分の意図をもっ
て表現する力
○美術のみならず、芸術全般を味わっ
たり、自分なりに読み取ったりして、自
らの生き方に結び付けようとする意識
○自己の内面を深く見つめることと同
時に、社会の中に自分を発信する力

○自分の気持ちを実感を持って表していける題材を
設定し、自分の力を精一杯駆使し、作品に結実させて
いく。
○美術、工芸、演劇、音楽、文学など広く味わう機会
を生かし、成長するための憧れる対象として意識させ
る。
○自分の作品を身に付けたり、作品に意味をもった題
名を付けたり、自らの言葉・文章等で制作意図を伝え
る場面を設ける。

○自分なりの目的をもった制作活動ができるよ
うになってきた。自己の振り返りが、かなり深
まってきている。
○日光林間学校での星野富弘美術館、府中
市美術館等での美術鑑賞教室、さらに心の劇
場での舞台美術等々、様々な美術的な表現の
存在を知ることができてきた。今後も、様々な鑑
賞協教室等を有効に活用させていく。
○ずっと自分の側に置いておきたくなるような
手ごたえのある制作を通して、自己肯定感を十
分味わい、展覧会での展示発表、たてわり班
での交流で自他の良さを確認できた。

家
庭
科

○家庭生活に関心をもち、家族の一員
として協力して家事を担っていく態度
が身に付き、日々、生活を改善してい
こうとする力
○栄養素について理解し、食事の栄
養バランスを考え、自分の食生活に活
かそうと創意工夫し、一食分の献立を
たて調理する力
○すでに学んだ調理や裁縫の知識・
技能を、教科書や資料をふり返りなが
ら着実に自分のものとして身に付けて
いく力
○社会は人々の協力で成り立っている
ことを理解し、自分もその一員として責
任を果たしより良い社会を目指して協
力していこうとする力

○昔から人々がより快適な住まいの工夫を重ねてきた
ことを学び、今、自分たちができる住まいの改善を考
え、発表し合うことで、生活改善への意欲を高める。
○資料を活用しながら栄養バランスを考え、家族に喜
んでもらえる献立をたて、家庭で実習した結果を報告
し合い、食生活への意識を高める。
○学習したことを今後も役立てていく方法として、教科
書やノート、資料を読み返し実習や家庭学習の中で
実践させていく。
○家庭や地域での活動を振り返り報告し合う中で、自
分の役割を意識させる。

○学習の中で課題をもって取り組んだことで、
自分たちにできる住まいの改善に興味・関心を
もてる児童が増え、実生活に生かす児童も増
えてきた。
○資料を活用して栄養バランスを考えた食事
の大切さを学び、家庭でも実践したことにより、
食生活への意識を高めることができた。
○実習計画や学習の中でまとめたワークシート
を話し合い活動や家庭学習に活用できる児童
が増えてきた。
○学習の中で家庭や地域のことを報告し合う
活動を通して、自分自身の役割やできることな
どを具体的に考えられる児童が出てきた。

　社会科や理科で、教科書の中の資料から気付きや疑問を出し合い、学習問題を設定して取り組むことができるようになったことで、主体的に取り組
む姿、話し合い活動で協働的に取り組む姿が多く見られるようになった。また、学習の中で分かったことや調べたことのまとめをノートにまとめる能力が
向上したことで、深い学びにつなげられるようになってきている。
　家庭学習では、自分で計画を立てて取り組み、振り返りから次の目標や課題を見付けられる児童も増え始めている。それぞれの学習方法を紹介し
たり交流したりしたことで、友達の良いところを真似ることで新しい自分の学習方法などを見付ける児童が出てきた。

学年の児童の成果と課題（年度末）


