
１ 学習指導全体計画

１ 目 標

基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得と、知識・技能を活用して課題を解決するために必

要な思考力・判断力・表現力等や「学ぶ意欲」をはぐくむことで 「確かな学力」を身につけさ、

せ 「生きる力」を育てる。、

２ 基本方針

進んで勉強する子ども（かしこく）

学ぶ意欲を高め、基礎的・基本的な学力の定着と、それを活用する力の育成を図る。

３ 本年度の努力点

（１）学習の基盤となる「学び方」を確実に身に付けさせる 【かしこくの努力点（ア）に関連】。

（２）児童主体の「わかる・できる・楽しい授業」を展開する 【かしこくの努力点（イ）に関連】。

（３）自分の考えをもち、分かりやすく伝え合える子を育成する。

【かしこくの努力点（ウ）に関連】

４ 具体策

（１）学習の基盤となる「学び方」の確実な定着

ア 学期始めに 「学習のきまり」とノート指導の徹底を図り、授業中の姿勢や話の聞き方・発、

表の仕方など、基本的な「学び方」の徹底を図る。

。イ 朝の読書、ノーテレビ・ノーゲームの日に行う家庭読書で、読書の習慣を身に付けさせる

ウ 意見発表や話合いの仕方について、系統的に指導する。

エ ホームワークの手引きに沿って、家庭学習のしかたを指導し、習慣化を図る。

（２）児童主体の「わかる・できる・楽しい授業」の展開

ア 「読み・書き・計算」の向上のため、音読・読書の奨励と、学期末に「漢字・計算テス

ト」を実施する。

イ 定期的に テストを実施し、読みを中心とした学習支援が必要な児童に対し、一人一MIM
人のニーズに合わせた個別支援を行い、基礎的な学力向上を目指す。

ウ 「主体的・対話的で深い学び」の視点から、学習過程の改善を図る。

・授業のユニバーサルデザイン化と、指導と評価の一体化による「わかる・できる・楽し

い授業」を展開する。

・言語活動や体験活動を充実させ、課題を自分で解決したり、友達と一緒に解決したりす

る楽しさやよさを味わわせるとともに 「振り返り」の時間を確保し、学びの手応えを感、

じられる工夫をする。

（３）自分の考えをもち、分かりやすく伝え合える子の育成。

ア 自力解決の時間と学び合う時間を工夫する。

イ 体験活動や言語活動の充実を図る。

ウ 表現・発表する場の意図的設定とその充実を図る。
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５ 授業展開

○全員が参加する「分かる・できる・楽しい」授業を心がける。

○学ぶ意欲は、学習の過程の成功の経験（繰り返し）により高まることを意識する。

段階 課程 視 点 学 習 活 動

指 導 の 工 夫

◎めあてへのウオーミングアップ ・学級内の理解促進ねらいの

・ルールの明確化導 明確化

・動機付け、意欲付け（興味）

◎課題の掲示 ・ねらいの共有

・学習課題の工夫理 入

・教材の工夫（焦点化・視点化

されたもの）

・前時の想起（スパイラル化）

・視覚化解

◎課題解決しかけ

○課題解決に必要な情報収集 ・情報の共有・比較づくり

・図書や資料で調べる ・展開の構造化展

・体験活動（具体物の操作等） ・共有化（確認）

・図書室、パソコンの利用開

○考える場の設定 ・ルールの明確化

・一人でじっくり考える ・手立ての工夫（キーワード）１

・ペアで話し合う ・考える時間の設定

・家庭学習を活かす ・視覚化

・考えの根拠をもつ ・ヒントコーナー

○発表 ・ルールの明確化

・視覚化

（既習事項の確認）・スパイラル化

◎めあての達成 ・焦点化（思考の方向性）山 ねらいの

（考え方を全員で共有）達成 ・共有化

・具体化（言葉のイメージ）場 イメージの

明確化

（話し合ったことを整理）◎課題の説明・確認・整理 ・視覚化

・展開の構造化（根拠）習 展 深い思考

・情報の共有・比較

◎応用・発展 ・適用化得 開

・類題を解く ・機能化

（スモールステップ化）・ ２ ・学んだことの確認 ・個別の配慮

（補充指導）活 ・個に特化した指導

（再理解や習得の・スパイラル化

深まり）用

◎学習の振り返り ・視覚化ま 振り返り

（ノートやワークシートの工夫・自己 ・共有化

評価「カード、言葉、発表、記号化な ・ルールの明確化と

ど」） ・キーワードの確認

・次時への意欲付けめ
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【学習の基盤作り】
児童サイド 教師サイド

・ ： までに読みたい本(じっくり読め ・時間いっぱいしっかり読めるような本朝の活動 8 10
【 】 るもの)を用意し、着席して待つ。 （教科書・学習漫画・クイズやパズル本読書

） 、 。・時間中は席を出歩かない。 は不可 を選択させ 読書に集中させる

・おしゃべりをして、人に迷惑をかけな ・簡単な記録（読んだページ数など）方法

い。 を工夫し、達成感をもたせ、意欲を持

続させる。

・授業の始まりの時刻になったら席に着 ・開始時刻・終了時刻を守る。授業の始め
く。と終わり

・授業の始めと終わりは必ず立って挨拶

をする。 時間目の始めと帰りの会の1
始めは 「立腰」で挨拶をする。、

先生が立ったら 「起立」の号令、

（椅子を入れる）

一歩下がったら 「礼」の号令、

一歩戻ったら 「着席」の号令、

・授業の終わりには、席を離れる前に必

ず次の準備をする。

（授業のはじめには教科書・ノート類

がきちんと用意してある）

・時計を見て行動し、時間前に席に着い

て待つ。

・教科書・ノート・下敷き ・使わないものを置かせない （持ってこ授業中の机 。

鉛筆・赤青鉛筆・消しゴム（筆箱は させない）上の準備
机上に置かない） ミニ定規 ・筆箱を机上に置かせない。

国語辞典（国語、他） ・鉛筆は毎日家で５本削ってこさせる。

・鉛筆は、 か を使う （シャープ ・鉛筆等の記名を確認する。B HB 。

ペンは、筆圧・正しい字形の視点や学

習に対する準備から望ましくない ）。

・話す人の方を向いて、最後まで黙っ ・ を指話を聞くと 「コミュニケーションのポイント」

てしっかりと聞く （教師・友達） 導する。き 。

・聞くときは、背筋を伸ばして、聞くこ ・騒がしいときは、話し始めない。

とだけに集中する。 ・よく聞かせたいポイントは、変化をつけ

・発表が聞き取れないときは 「もう一 て話す （声の強弱、間、テンポ、身振、 。

度言ってください などと聞き直す り等）。」 。

・分かったときは「同じです 」と声を。

出して反応したりうなずいたりする

など、態度で表現する。

・分かったら挙手の準備をし、教師の合 ・質問があるときは、手を上げて指名され発言すると
図を待つ。 てから話させる。き

・黙って手を挙げる。 ・誰かが発表しているときは、終わってか

・名前を呼ばれたら、元気よく「はい」 ら黙って挙手させる。

と大きな声で返事をして静かに立つ ・勝手な発言への指導をする。。

（ ）・背筋を伸ばして、一番遠くにいる友達 ・ 学年に応じて教室掲示「 」声のものさし

に聞こえる大きさで、最後まではっ を活用する。

きりと発言する。 ・自分の力で、最後まで説明できるよう

・表情や手振りを交えながら聞き取りや 指導する。

すい速さで間をとって発表する。 ・各学年で身につけるべき「話型」を指導

する。
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・友達の発表に対して挙手するとき つ ・友達の発表との関連を考えて発表さ、「

け足します 「質問があります 「他 せる。」 」

にもあります」等の挙手をする。 ・クラス全体での話し合いに深まりをも

・名前を呼ぶときは 「○○さん」と言 せるよう指導していく。、

教師のコーディネート力を磨き、児童うようにする。

・ 根拠を明確にして話す話し方」を学 の意見をつなぎ、広め、深めながらねら「

年に応じて身につける。 いに迫れるようにする。

・正しい姿勢で読む。 ・音読は、声の大きさ、速さ、間のとり本を読むと

・背筋を伸ばす。 方を考えさせる。き

・本から目を くらい離す。30cm
、 。・音読は 口形をはっきりとさせて読む

・鉛筆を正しく持って書く。シャーペン 【板書・ノート】書くとき
は、使わない。 ・日付・ページ数を書く。

・正しい姿勢で書く。 ・めあては、赤線で囲む。

・背筋を伸ばす。 ・まとめは、青線で囲む。

・ノートから くらい離す。30cm
・鉛筆を持っていない方の手でノートを

押さえる。

・下敷きを敷いて、ゆっくりと丁寧に書

く。

・低学年は、ペア学習から徐々に人数を ・中・高学年では、みんながグループの司グループ学
増やす。 会の進め方が分かるようにする。習

・中・高学年は、グループ学習の仕方が ・代表で発表させるときには 「グループ、

分かり、グループ学習ができる。 で話し合ったことを発表します 」など。

（話し合いの進め方・まとめ方・作業の と言うように指導する。

進め方）

（学年・教科等で差違あり） ・見やすいノート・きれいなノート・自分ノート指導

・日付・教科書○ページ・問題番号 の思考の流れが残るノートを目指し、

・めあては、赤線で囲む。 指導する （記述と説明・話し合いを意。

・予想（根拠を示す ） 識的に関連づけさせる）。

・自分の考え○・友達の考え○ ・良い使い方のノートを例示し、具体的に自 友

・説明や話し合いを通して分かったこと 指導する。

・まとめは、青線で囲む。自分の言葉で 【板書】

書けるようにする。 ・日付・ページ数・問題番号

・振り返りを書く （めあてに対する振 ・めあては赤線で囲む。。

り返り・わかったこと・疑問点・感 ・まとめは青線で囲む。

想などを文で書かせる ） ・１時間の学習の流れが分かる板書。

・勝手に席を立たない。 ・トイレに行きたいときは、許可を求めさ授業中
・学び方を身に付ける。 せる。

・めあてに向かって学習に取り組み、自 ・流れを小黒板等に書いて示し、学習の見

分を振り返ってまとめる。 通しを持たせる。

・机間指導を多く取り入れ、子どものよさ

を認めたり、アドバイスしたりする。

・早く課題が終わった児童への手立てを考

えておく。

・丸付けの工夫

・教師が話しすぎないようにする。

・考えさせる場面では時間を確保し、じっ

くり考えさせる。
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・次の時間の用意をしてから、トイレや ・他のクラスの迷惑にならないよう静かに休憩

手洗い・うがいに行く。 過ごさせる。

・他のクラスの迷惑にならないよう静か ・５分間の休憩は次の時間の準備のための

に廊下を歩く。 時間であることを理解させる。

・学習時間の目安（学年 １０分＋読 ・家庭学習の習慣化に努める。家庭学習 ×
書 分） ・自主学習のやり方を例示して指導する。10

・家庭では生活時間を決め、なるべく

決まった時間と場所で家庭学習に取

り組む習慣を作る。 ・自主学習のノートの使い方を例示し、さ

・学習終了後は翌日の時間割の準備、 らによい使い方のノートを掲示したりし

鉛筆を削る、持ち物の用意などを自 て、具体的に指導する。

分で済ませ、学校の学習活動に支障

がないようにする。

コミュニケーションのポイント

Clear voice はっきりと伝わる声で

Eye contact 相手を見て

Smile 笑顔で表情ゆたかに

Gesture ジェスチャーをつけて

Reaction 反応しながら
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間東小学習のきまり

１ つくえの上には決められたものをお
く。

２ 授業の始まりの時刻を守る。

３ 授業の初めと終わりのあいさつをき
ちんとする。

（立腰）４ 背すじを伸ばして深くすわる。

５ 名前を呼ばれたら、はっきり「はい」
と返事をする。

６ コミュニケーションの達人を目指す。

７ 正しい姿勢で、ていねいに書く。

８ ノートの書き方のきまりを守って使う。

９ 次の時間の準備をしてから休けいす
る。
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【使用ノート一覧】

国 語 漢字練習 社 会 算 数 計算ドリル 理 科 自主学習

入学時 ５０字 入学時 入学時一

１０マス７行 １０マス７行 （書き込み）年

リーダー入り ２冊目 途中から

後半 １２マス１７行 １２マス１７行

１２マス リーダー入り リーダー入り

リーダー入り

１冊目 １冊目５０字 １２マス１７行 １２マス１７行二

１２マス ２冊目８４字年

２冊目 リーダー入り

１５マス

リーダー入り

１冊目 ８４字 ５㎜方眼 ５㎜方眼 ５㎜方眼 ５㎜方眼 ５㎜方眼三

１５マス リーダー入り年

２冊目

１８マス

リーダー入り

１８マス ９１字 ５㎜方眼 ５㎜方眼 ５㎜方眼 ５㎜方眼 好きなノート四

リーダー入り リーダー入り年

５㎜方眼 １２０字 ５㎜方眼 ５㎜方眼 ５㎜方眼 ５㎜方眼 好きなノート五

年

５㎜方眼 １２０字 ５㎜方眼 ５㎜方眼 ５㎜方眼 ５㎜方眼 （目安）六

横罫１０㎜２２年

行
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ホームワークのてびき
（１・２年生）

学習のすすめかた

１ まい日きまった時間にじぶんからやる。

２ よいしせいで学習する。

３ えんぴつは正しくもつ。

４ 文字はゆっくりと正しく書く。

５ 学習中はほかのことをしない。

６ わからないときは教科書でしらべる。

、 。７ どうしてもわからないときは つぎの日に先生に聞く

８ えんぴつをけずる。

９ 明日のじゅんびをする。

学習すること

しゅくだい 学習時間のめやす

年生音読 1
分＋ 分読書 10 10
（読書）ひらがな・カタカナれんしゅう

年生かん字れんしゅう 2
分＋ 分計算れんしゅう 20 10
（読書）教科書のししゃ など

音読について
※ 家の人にきいてもらいましょう。

※ 音読カードにきろくしましょう。
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ホームワークのてびき
（３～６年生）

学習のすすめ方

１ 毎日決まった時間に自分からやる。

２ よい姿勢で学習する。

３ えんぴつは正しく持つ。

４ 文字はゆっくりと正しく書く。

５ 学習中は他のことをしない。

６ わからないときは教科書や事典などで調べる。

７ どうしてもわからないときは、次の日に先生に聞く。

８ えんぴつをけずる。

９ 明日の準備をする。

学習時間のめやす学習すること
３年生 分＋ 分（読書）30 10
４年生 分＋ 分 (読書）宿題 40 10

（ ）音読 ５年生 分＋ 分 読書50 10
６年生 時間＋ 分（読書）読書 1 10

自主学習

（予習・復習）など

自主学習について
宿題の他に、自分で学習することを決めて、ノートにやりましょう。

【自主学習の例】

など国語･･･漢字練習・意味調べ・教科書の視写・ことわざや慣用句調べ・日記

算数･･･計算練習・文章問題練習・教科書の問題の復習・問題作りなど

社会・理科・総合･･･教科書のまとめ・興味をもったことの調べ学習など

その他･･･絵画・習字・楽器の練習・裁縫など

１５－１－９


