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○○○○    国語科経営の重点国語科経営の重点国語科経営の重点国語科経営の重点    

 

（１）目的をもって文を読み，考えたことを

表現する力を育てる指導 

１年 

２年 

・自分の体験と結んで場面や気持ち

を想像させる。 

・言葉の響きやリズムのおもしろさ

を十分に味わわせる。 

３年 

４年 

・文章から考えたことを発表し合

い，感じ方の違いに気付かせる。 

・目的に応じていろいろな本や文章

を選んで読む場を設定する。 

５年 

６年 

・複数の本や情報を読み比べる場を

設定する。 

・文章の内容や 書きぶりから 

書き手の意図をつかみ，まとめる

活動を設定する。 

 

（２）相手や目的に応じて，適切な言葉で伝

え合う力を育成する指導 

１年 

２年 

・順序を考えて話したり、大事なこ

とを落とさずに聞いたりさせる。 

・経験したことや想像したことなど

を書く場を設定する。 

３年 

４年 

・筋道を立てて話したり，中心に気

をつけて聞いたりさせる。 

・相手や目的に応じて調べたことな

どを書く場を設定する。 

５年 

６年 

・考えたことや伝えたいことなどを

場に応じた言葉遣いで話したり，

話し手の意図をとらえながら聞

いたりさせる。 

・目的や意図に応じて構成の効果を

考えながら書く場を設定する。 

      

    

○○○○    社会科経営の重点社会科経営の重点社会科経営の重点社会科経営の重点    

 

（１）社会生活についての理解を深め，社会 

参画に向けた意識が養われる学習 

 

３年 

４年 

・ 自分たちが生活している市や 

県を中心とした地域の人々の生

活，地理的環境や先人の働きにつ

いて，主体的・体験的な活動を通

した学びをさせる。 

５年 

６年 

・我が国の国土や産業，歴史や文化，

国家や社会の発展に大きな働き

をした先人の業績などについて，

主体的・体験的な活動を通した学

びをさせる。 

 

（２）社会的事象や様々な資料，他の児童な

どと豊かに関わりながら学ぶ学習 

３年 

４年 

・地域における社会的事象を観察，

調査したり，地図や各種の具体的

資料を効果的に活用したりして，

調べたことを表現させる。 

５年 

６年 

・社会的事象を具体的に調査した

り，地図や統計，年表など各種の

基礎的な資料を効果的に活用し

たりして，調べたことを表現させ

る。 

 

 

○○○○    算数算数算数算数科経営の重点科経営の重点科経営の重点科経営の重点 
 
（１）主体的な問題解決を通して，思考力， 

判断力，表現力を高める指導 

１年生 

２年生 

・具体物を用い，児童の気づきを生

かした学習を展開して，児童が主

体的に取り組むことができるよ

うにする。 

・自分の考えのよい点や誤りに気づ

くことができるように，考えを発

表したり表現したりする場を設

定する。 

３年生 

４年生 

・既習事項を活用し，児童の考えを

生かした学習を展開して，児童が

主体的に取り組むことができる

ようにする。 

・目的に応じて，言葉や式，図，表，

グラフなどを用いて，表現する活

動を意図的に設定する。 

５年生 

６年生 

・既習事項を活用し，見通しをもっ

て問題解決に取り組むことがで

きるようにする。 

・目的に応じて，言葉や式，図，表，

グラフなどを用いて，的確な表

現，一般的な表現に高める。 

 



 

（２）学習のねらいの明確化，手立ての工夫に

よる基礎・基本の確実な定着を図る指導 

１年生 

２年生 

・１時間毎の評価活動で児童の学習
状況を把握し，適切な適用問題で
定着をはかる。 

３年生 

４年生 

・各単元に入る前に，レディネステ
ストやこれまでの学習の様子の
蓄積を生かして，学習集団の編成
や学習の進め方などの計画を立
てる。 

・１時間毎の評価活動で児童の学習
状況を把握し，適切な適用問題で
定着をはかり，可能な児童には発
展問題を与える。 

５年生 

６年生 

・各単元に入る前に，レディネステ
ストやこれまでの学習の様子の
蓄積を生かして，学習集団の編成
や学習の進め方などの計画を立
てる。 

・１時間毎の評価活動で児童の学習
状況を把握し，適切な適用問題で
定着をはかり，可能な児童には発
展問題を与える。 

 

 

○○○○    理科経営の重点理科経営の重点理科経営の重点理科経営の重点 
 

（１）見通しをもった観察，実験などによっ

て問題解決の力を育てる指導 

３年生 

４年生 

・自然の事物・現象の相違点や共通
点に気づき，興味をもって調べる
ことができるようにする。 

・自然の事物・現象の変化とその要
因とを関係付けて考える活動を
大切にする。 

５年生 

６年生 

・主体的に問題解決に取り組み，見
通しをもった観察・実験を行い，
その結果を生かして，考えをまと
める力を育てる。 

・予想や仮説から目的意識をもって
実験や観察に取り組ませ，問題解
決の力を育てる。 

・実験や観察の結果から自分で考え
たことを科学的に表現する活動
を大切にする。 

 

（２）観察・実験の結果に基づき，科学的に

思考したことを適切に表現する力を

育てる指導 

３年生 

４年生 

・観察，実験において比較したり関

係付けたりして考えたことを自

分の言葉で表すことができる学

習活動を工夫する。 

５年生 

６年生 

・観察，実験の結果を表やグラフに

整理したり，考察したことを自分

の言葉で説明したりできるよう

に学習活動を計画・実践する。 

○○○○    生活科経営の重点生活科経営の重点生活科経営の重点生活科経営の重点  
 
（１）体験を通して得られた気付きをの質を 

高める指導の工夫 

１年 

２年 

・個々の気付きの共通点や相違点を

見いだしたり多様性を生かした

りすることができるように，伝え

合い交流する場を工夫する。 

・一人一人が自分の気付きや活動，

対象を見つめ直すことができる

ように，振り返り表現する機会を

設定する。 
 
（２）子どもの思いや願いを育む学習展開の

工夫 

１年 

２年 

・地域の「ひと・もの・こと」に，
直接，繰り返し関わることができ
るような活動を充実させ，自発的
な取組を引き出すような授業づ
くりをしていく。 

・尋ねたり問い返したりして児童が
表現する思いや願いを共感的に
捉え，多様な学びが成立するよう
にする。 

 

 

○○○○    音楽科経営の重点音楽科経営の重点音楽科経営の重点音楽科経営の重点 
 
（１）感性をはぐくみ，基礎的な能力を培う 

指導 

１年生 

２年生 

・ねらいに迫る教材の選択。 

・楽曲の気分に体全体で反応するな

ど，夢中になって取り組める活動

を工夫する。 

３年生 

４年生 

・ねらいに迫る教材の選択。 

・友達と一緒に一つの音楽をつくり

上げる場を設定する。 

５年生 

６年生 

・ねらいに迫る教材の選択。 

・いろいろな形態の合唱や合奏，音

楽づくりを体験させる。 
 

（２）主体的で創造的な学習活動の充実 

１年生 

２年生 

・楽曲を聴いて感じ取ったことや想

像したことを言葉や体で表現し

たり，友達と伝え合ったりして表

現する楽しさを味わわせるよう

にする。 

３年生 

４年生 

・曲想の変化に合わせて表現した

り，表現方法を様々に試したりし

て，表現を工夫する楽しさを味わ

わせるようにする。 

５年生 

６年生 

・音楽の仕組みを生かして表現した

り，見通しをもってまとまった音

楽を作ったりして，表現する喜び

を味わわせるようにする。 



 

○○○○    図画工作科経営の重点図画工作科経営の重点図画工作科経営の重点図画工作科経営の重点    
 
（１）自らの感覚や活動を通して，つくりだ

す喜びを味わう児童を育てる指導 

１年生 

２年生 

・十分に材料とかかわることのでき
る安全な場所の準備をする。 

・発想を広げることができる時間の
確保をする。 

３年生 

４年生 

・材料と場所のかかわり合いを重視
するとともに思考の時間を確保
する。 

・題材の示し方を工夫する。 
・材料や用具を扱う楽しさを味わわ

せる。 

５年生 

６年生 

・発想の手立てを工夫する。 
・材料や用具の幅を広げ，総合的に

活用できるような指導の工夫を
する。 

 

（２）感じ取ったことを伝え合う鑑賞活動の工夫 

１年生 

２年生 

・児童の素直な驚きや喜びを大切に
する。 

・見ることそのものを楽しむ鑑賞活
動を設定する。 

・児童のつぶやきを生かす。 

３年生 

４年生 

・造形活動の中でも鑑賞の姿を取り
上げたり振り返らせたりする。 

・感じたことを話したり，話し合っ
たりする場を設定する。 

５年生 

６年生 

・鑑賞する対象や鑑賞の方法を幅広
くとらえる。 

・自他の作品について語ったり，グ
ループで話し合ったりする場を
設定する。 

 

 

○○○○    家庭科経営の重点家庭科経営の重点家庭科経営の重点家庭科経営の重点    
 

（１）家族の一員という喜びを実感できる 

指導計画の工夫改善 

５年生 

６年生 

・子どもの生活経験や学習内容
に関わる実態を把握する。 

・家庭に学習内容を紹介したり，
学校で学習した内容を家庭で
実践できる場を設定したり
し，家庭との連携を密にする。 

 

（２）生活をよりよくしようとする実践的 

な態度を育てる指導の工夫 

５年生 

６年生 

・子どもが主体となって学習を
展開し、自分の思いや願いに
基づいて経験したり学んだり
したことを生かしながら，課
題に取り組むことができるよ
うにする。 

・学習のねらいを明確にし，子
どもが課題を意識化してとら
え，考え，判断し，試みる場
を設定する。 

○○○○    体育科経営の重点体育科経営の重点体育科経営の重点体育科経営の重点    

 

（１）基礎的・基本的な知識・技能（動き）

の習得と活用 

１年生 

２年生 

・簡単なきまりや活動を工夫して各

種の運動を楽しくできるように

する。 

・順番やきまりを守って仲良く運動

したり，協力して勝敗を競ったり

する場を設定する。 

３年生 

４年生 

・運動の基本的な動きや技能を身に

付けるために動き方や運動する

場，練習の仕方などを工夫する。 

・仲よく運動したり，きまりを守っ

たり，勝敗を受け入れたりする態

度を大切にしながら楽しく運動

ができるようにする。 

５年生 

６年生 

・運動の楽しさに触れたり，技能を

身に付けたり体力を高めたりす

ることに向けて，動き方や運動を

する場，練習の仕方を工夫する。 

・高学年の児童にふさわしい協力，

公正などの態度を大切にしなが

ら楽しく運動ができるようにする。 

 

（２）体つくり運動の充実 

１年生 

２年生 

・体を動かす楽しさや心地よさを味

わい，みんなでかかわりながら運

動を楽しむことができるように

する。 

・体のバランスをとったり移動した

りしながら，多様な動きを体験さ

せるようにする。 

３年生 

４年生 

・のびのびとした動作で用具などを

用いた運動やリズムに乗って心

が弾むような運動を楽しめる場

を設定する。 

・体のバランスや移動をする運動，

用具を操作する運動などを組み

合わせて，多様な動きが身につけ

られるようにする。 

５年生 

６年生 

・運動すると心が軽くなったたり，

体の力を抜くとリラックスでき

たりすることに気づかせながら，

仲間と関わる楽しさをより多く

体験させる場を設定する。 

・体の柔らかさや巧みな動きを高め

るための運動に重点を置きなが

ら力強い動きや動きを持続させ

る運動に取り組むようにする。 


