
令和２年度 算数科 授業改善推進プラン 

大田区立おなづか小学校 

１ 昨年度の授業改善推進プランの検証 

（１） 成果 

 ・児童と担任との信頼に基づく学習（低）や習熟度別学習（中・高）を続けていることで、

苦手意識をもつ児童も意欲的に学習し、基礎的基本的な学習事項や計算方法を習得するこ

とができている。 

 ・問題の読み取りを丁寧に行い、具体物操作や簡単な図・線分図・数直線をかくことを習熟

に合わせて取り組む中で（発展コース…自力で  基礎・基本コース…教員と一緒に描く 

など）、自ら課題解決に取り組もうとする児童が増えてきた。 

・自分なりの考えを発表したり、友達の考えを聞いたりと互いの考えを伝え合う学びを通し、

自分自身に自信を付け、また、いろいろな考え方がある面白さを感じている姿も見られる

ようになってきた。 

 

（２） 課題 

 ・算数に関して苦手意識をもつ児童の中に、①繰り上がりのあるたし算 ②繰り下がりのあ

るひき算③九九④わり算の未習熟が見られる。そのために、新たな学習が困難で、意欲も

持続しない。担任はもちろん、少人数算数担当・管理職とも協力し、時間を作り個別対応

をし、習熟に努める。 

 ・課題把握、及び問題解決に取り組む力を付けるために、図をかく経験を意図的に計画し実

施する。（自分でかけるようになることを目指し、習熟に合わせ、段階を追いながら丁寧

に指導する。） 

 

２ 大田区学習効果測定の結果分析 

（１） 達成率（経年比較） 

 令和２年度結果 令和元年度結果 平成 30年度結果 

第４学年 

校内平均正答率は、基

礎・活用ともに目標値を

上回っている。観点別正

答率でも全ての項目で

目標値を上回っている。 

 

 

 

 

第５学年 

校内平均正答率は、基

礎・活用ともに目標値と

同程度である。観点別正

答率では、数量や図形に

ついての知識・理解が目

標値を下回っているが、

その他は目標値と同程

度である。 

校内平均正答率は、基

礎・活用ともに目標値を

上回っている。観点別正

答率でも、全ての項目で

目標値を上回っている。 

 

第６学年 

校内平均正答率は、基

礎・活用ともに目標値と

同程度である。観点別正

答率では、算数への関

心・意欲・態度が目標値

を下回っているが、その

他については目標値と

同程度である。 

校内平均正答率は、基

礎・活用ともに目標値を

上回っている。観点別正

答率では、算数への関

心・意欲・態度が目標値

を下回り、それ以外の項

目では目標値と同程度

か上回っている。 

校内平均正答率は、基

礎・活用及び、観点別正

答率共に目標値を上回

っている。 

 

 



（２） 分析（観点別） 

 ① 中学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

校内平均正答率は目標値よ

り上回っているが、大きい数

のひき算（波及的繰り下がり

があるもの）、図形の定義の

理解ではつまずく児童が多

かった。 

校内平均正答率は目標値よ

り上回っている。図や文章か

らの読み取りをもとに思考

する問題では目標値を下回

った。 

関心・意欲・態度に関する設

問の校内平均正答率は、目標

値を上回っている。 

  

② 高学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

校内平均正答率は目標値と

同程度である。５年ではわり

算、６年では分数の計算でつ

まずく児童が多かった。 

 

 

 

 

校内平均正答率は目標値よ

り上回っている。ただ、５年

では、概数に対応する数の範

囲の理解（以上・以下・未満）

が不十分で目標値を下回っ

た。また、６年では単位量当

たりの大きさで割合を求め

考察する問題で誤答が多か

った。 

関心・意欲・態度に関する設

問の校内平均正答率は、目標

値と同程度である。 

 

３ 授業改善のポイント（観点別） 

（１）低学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・繰り上がり、繰り下がりの

ある計算では、答えを出すだ

けでなく、計算の手順（思考

の過程）の理解も深める。そ

のために、『わけわけさくら

んぼ』など、児童に親しみや

すい言葉を用いたり、計算の

手順を口頭で言う活動・書く

活動を取り入れたりする。 

・長さや水のかさでは、単位

量（１㎝・１m・１ml・１Lな

ど）がどのくらいのものなの

かを実感させるために、測定

の活動を生かして、実際の量

を提示したり、教室内に掲示

したりする。 

・計算に関しては、朝学習や

家庭学習を活用し、継続的に

行い定着を図る。 

・長さや水のかさでは、測定

の活動を重視し、丁寧に取り

上げる。活動はできるだけ個

人、または少人数で取り組

み、一人一人が実際に測定活

動の経験を積めるように配

・文章問題では、『わかって

いること』『聞かれているこ

と』に着目し、題意を捉えら

れるようにする。 

・課題解決の見通しを立てた

り、筋道を立てて考えたりす

るために具体物や半具体物

を実際に操作することを積

極的に取り入れていく。 

・見通しをもとに課題解決を

する場面では、一人一人がじ

っくり課題に取り組めるよ

う時間を確保する。 

・自分の考えに自信をもった

り、他の友達の考えを知った

りするために、ペア学習を取

り入れていく。 

・新しい学習にも既習事項を

もとに考えられるよう、必要

な教具・掲示物を計画的に用

意し、提示する。 

・その時間のめあての達成の

ためにも、課題を十分吟味

し、（数値・内容など）提示

する。 



慮する。 

・時刻や時間については、定

着を図るために、日常の中で

機会あるごとに取り上げ、慣

れ親しむようにする。 

 

 

 

（２）中学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・教具や掲示物の工夫で、理

解と定着を図る。 

・計算の手順については、ノ

ートにまとめるだけでなく、

繰り返し口頭で言いながら

実際に計算をすることで、手

順の徹底を図る。 

・わり算の考え方と筆算のやり

方の習得のため、かけ算九九の

定着を図る。さらにわり算の手

順（たてる・かける・ひく・お

ろす）も確実に押さえ使えるよ

うにする。 

・定規、分度器、コンパスを正

しく使って、正確に作図できる

ように手順及び作図における

ポイントを押さえながら指導

する。また、習熟に向け作図に

かける時間の確保をする。 

・知識・技能の確実な定着を目

指し、学習の習熟に合わせ、意

図的・計画的に短時間でできる

ミニテストを実施する。 

・少人数学習の各コースの習

熟に合わせて課題や数値を

工夫し、児童一人一人が問題

解決に取り組めるようにす

る。 

・文章問題では、『わかって

いること』『聞かれているこ

と』『答えの単位』に着目し、

題意を捉えられるようにす

る。 

・筋道をたてて考える手立て

として簡単な図や線分図を

自分でかけるようになるこ

とを目指し、実際にかく機会

を計画的に設けると共に、段

階を追いながら丁寧に指導

する。 

・自分の考えがもてるよう、

見通しをもたせたり、自力解

決のための時間を確保した

りする。 

・自分の考えをもとに、互い

の考えを出し合って学び合

う機会を設定する。 

・新しい学習にも既習事項を

もとに考えられるよう、必要

な教具・掲示物を計画的に用

意し、提示する。 

・日常場面に関連付けたり、

具体物を使ったりして学ぶ

意欲を高める。 

・ＩＣＴを活用し、視覚に訴

えるような活動を取り入れ

る。 

・机間指導を充実させ、一人

一人の意欲を引き出してい

く。 

 

 

（３）高学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・日常的に、既習事項の確認

を行い、実生活の中での活用

機会を増やし、定着を図る。 

・高学年では抽象的な概念が

増えるので、立式をしたら、

それが何をあらわしている

のかを児童に問うなどして、

確認をする。 

・計算の手順については、ノ

ートにまとめるだけでなく、

繰り返し口頭で言いながら

実際に計算をすることで、手

順の徹底を図る。 

・少人数学習の各コースの習

熟に合わせて課題や数値を

工夫するなど必要な手立て

をする中で見通しをもち、児

童一人一人が問題解決に取

り組めるようにする。 

・筋道をたてて考える手立て

として数直線などの図を自

分でかけるようになること

を目指し、実際にかく機会を

計画的に設けると共に、段階

を追いながら丁寧に指導す

る。さらに図の活用と立式を

・新しい学習にも既習事項を

もとに考えられるよう、必要

な教具・掲示物を計画的に用

意し、提示する。 

・日常場面に関連付けたり、

具体物を使ったりして学ぶ

意欲を高める。 

・ＩＣＴを活用し、視覚に訴

えるような活動を取り入れ

る。 

・机間指導を充実させ、一人

一人の意欲を引き出してい

く。 



・小数の計算や分数の計算で

は、小数点がなぜその位置に

なるのか、なぜ分数同志のわ

り算ではわる数の分子と分

母を逆にしてかけるのかな

どをしっかり理解すること

で、確実な技能の定着を図

る。 

・知識・技能の確実な定着を

目指し、学習の習熟に合わ

せ、意図的・計画的に短時間

でできるミニテストを実施

する。 

連動して行えるように指導

する、 

・自分の考えをもとに、互い

の考えを出し合って学び合

う機会を設定する。 

 

 

 

 


