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【様式Ｂ】鴨池小①-2 学習指導 
 

◆ 課題 

◇ 学級/学年の取組（実

践） 

及び手立て 

〇 課題に対する他学年・他校の実践（手立て） 

及び他校からのアドバイス及び感想等 

◆ 専科として学級の実態，

個々の実態を十分に把握

できていないため，配慮

が必要な子ども（発表に

大きな抵抗を持っている

子ども等）に対するサポ

ートが不十分である。授

業を進めることに終始し

てしまっている。（外国

語）（音楽） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ ５，６年の外国語が教科

化されたことで，「楽し

く」学ぶという外国語の

本来のよさを組み込んだ

授業をつくれていない。

活動の幅を広げる必要が

ある。（外国語） 

 

 

 

 

◆ 時間ごとの授業で取り組

むべき内容がありすぎ

て，どこを削ってどう授

業を組み立てるのかが難

しい。（外国語） 

 

◇ 学級担任の先生方や

理科，音楽専科の先生

方にも前年度までの

様子や実態を尋ねる

ことで，指名や班活動

の際にサポートする。

（外国語） 

◇ AEA との打ち合わせ

の際は，授業内容につ

いてだけでなく，TT

指導の利点を生かし ,

要支援の子どもへの

手立てをどうするか

についても話題にす

る。（外国語） 

◇ 学級担任との話や，児

童へのアンケートか

ら得られた情報を参

考にしている。（音楽） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 教科書の指導書にあ

る「活動レシピ」（活

動集）を効果的に授

業に取り入れられる

ように AEA と検討す

る。（外国語） 

 

 

◇ 他校の外国語専科 ,中

学校との情報交換を

して，手立ての工夫に

ついて学ぶ。 

○ 生徒個票やスズキ校務にある生徒の記録を見て，実

態把握を行うようにしている。また，小テストや復習

などを授業導入時に取り入れることで，苦手な単元

や過去のつまずきのあぶり出しを行っている。 

 

○ 要支援児に対し，支援員配置をお願いしたり，お助け

カード等を準備したりする。 

○ 発表や指名には抵抗をもつ中学生は多い。英語なの

で，リピートさせたり，音読活動も全体・班・列・ペ

ア・個人読み(バズリーディング)等，その都度の実態

に合わせて進めている。ペアだと助け合いにもなる。 

 

○ ALT も机間巡視で個別にサポートしてもらってい

る。 

○ 授業での実態は職員室でも話題にし，共通理解を図

っている。 

○ 本校も学級担任と連携を図りながら情報交換をし，

児童の実態や有効な言葉掛け等を共有するようにし

ています。また，AEA に入っていただけるタイミン

グで特に支援が必要な書く活動をもってくる等学習

の流れを工夫するようにしています。 

○ 担任やその子に関わりのある先生方と語り合うこと

が一番かと思う。特別支援関係のファイル等や支援

員さんからの情報も活用できるかと思う。 

 

○ 実際のシチュエーションを自分たちで考え，英会話

を完成させて発表するのもおもしろいのではないか

（スキットスピーチのような） 

○ 担任の先生方だけでなく，校内の先生方に協力をも

らい，教材として動画を授業に取り入れることで，

「楽しく」学ぶ環境が作れることがわかった。 

 

○ 木曜朝の英語の歌の時間を充実させることで，「英語

で歌える」「英語が聞ける」という自信につながって

いる気がする。 

 

 

○ 中学校から授業の進め方や教材研究の仕方を学ぶ機

会がもてればよい。中学校の先生が（6 年生）の授業

に関わっていただけるとありがたい。小中連携の一

環として，鴨池ブロックでは実施されていないと聞

いている。 
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○ ゲーム活動をなかなか取り入れる余裕がなく外国語

活動との違いに専科担当自身もまだ戸惑っている段

階です。その中で，単語を全員が言い終わるまでに何

秒かかるか計ったり，写真やイラストを見てリスニ

ングの内容を予想させたりする等児童のモチベーシ

ョンを少しでもあげられる方法を考えて授業を構成

するようにしています。 

○ 小学校のおかげで，英語が話せて，何を言っているか

分かる生徒が多く，中学校 1 年では導入がやりやす

い。 

○ 英語を書く作業が入ると，最初は慣れるまで大変で

ある。丁寧で早い生徒，適当で間違いの多い生徒な

ど，それぞれである。 

○ 休校で時間がかけられない分，これだけは，というの

を精選している。 

◆ 感染症対策として，歌や

吹奏楽器演奏に制限があ

る中，年間計画をどのよ

うに進めていけば良い

か，悩んでいる。（音楽） 

◇ 鑑賞やリズム打ち，手

話ソング，楽典を主に

活動している。季節の

歌は，歌詞から様子を

思い浮かべて聴く活

動をメインに行って

いる。（音楽） 

○ 鑑賞を前倒しして実施している。鍵盤ハーモニカや

リコーダーなど個人の楽器は練習をしている。 

◆ 同学年でも交流学級の時

間割によっては異教科を

教えなくてはならない場

面があり，調整に苦慮す

ることがある。個の実態

に合わせることで教具・

教材が多様になりすぎ準

備や評価が煩雑になる。 

◇ できる限り，同日内で

同じ教科・同じ進程と

なるよう支援級の時

間割を調整する。 

◇ 支援員室に単元や基礎

基本となる学習プリン

ト等を年間通じて準備

し，活用を図る。 

○ 読解力に困り感のある児童への一助に市販のワーク

シートブックを置くようにした。今後も有効な書籍

があるときは紹介していきたい。 

○ 時間割調整から整いができ，児童が学習に集中しや

すい環境になっている。 

○ 交流学級の時間割通りに進めずに，その時間に来る

児童の人数や学習内容を考えて，教科を同じにした

り，学習内容を変更したりして，授業が進められるよ

うにしています。 

 

◆ 算数で３０人を超える学

級での一斉指導は，個人

の見届けができていな

い。練習課題等は一人一

人に○つけをして定着を

見たいが授業内では時間

配分が難しい。 

 

 

◆ めあてや問題や図など書

き取りに時間がかかるこ

とが気になる。その分じ

っくり考えて答えを出す

時間がなくなり，書き写

すだけになる。 

 

◇ 特に気になる子供を

重点的に机間指導し

ている。支援員補助が

ある。 

◇ ポストテスト等は授

業後に調べ，未定着の

子供に授業外で個別

指導する方向で改善

する。 

 

 

 

◇ 時間がかかるような

板書の書き取りは少

なくし，少しでも多く

の問題を解く時間を

確保する。 

○ 授業内で扱う問題を厳選し，生徒が解けた順に持っ

てくる，説明を板書する等を実践している。難易度別

のプリントを複数用意し，得意な生徒がレベルの高

い問題に取り組んでいる間に苦手な生徒についてア

ドバイスしている。 

○ 授業準備を早めに終了し休み時間の残りで苦手な子

供に声かけし，復習や九九をする。 

○ 教科書ベースのプリントを作成し，問題文などを写

す時間を省略している。 

○ 放課後時間を使い，子どもの苦手意識克服のために

個別指導する時間を設けている。 

○ 少人数指導で担任が２５人,少人数が２０人弱を見て

いますが,それでも全員の定着を見届けることが難し

いです。授業中に個別支援をしていると時間が足り

なくなるので,昼休みなども活用しているのが現状で

す。 

○ 授業終盤の練習問題を，特に解かせたい１～２問に

限定することで，一人一人の様子が見られるように

なるのではないでしょうか。 
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◆ 社会科を中心に全教科に

わたって社会的な知識，

地理的な知識，現在の社

会情勢に対する小学生と

してのある程度の知識や

関心を持ってもらいたい

のであるが，知識不足の

子が少なくない。ゲ－ム

の攻略に関する溢れんば

かりの知識や関心をそち

らにむけて欲しいのであ

るか・・。社会科の資料集

に書いてある用語等を詳

しく分かり易く説明しな

いと理解できない子が多

い。 

◇ 「NIE」や南日本新聞

の「よぶのびコンク－

ル」の取り組みのよう

に新聞を読むよう働

きかけるのも一つの

手立て。しかし，習字

の時間に「新聞をとっ

ていないので新聞紙

を持って来られない」

という家庭が多い現

状もある。 

◇ 教室に常に日本や世

界，鹿児島県の地図を

提示しておいたり，歴

史年表を掲示してお

いたりするだけで子

供の関心が高まると

聞いたこともある。 

 

○ 南日本新聞社(読売)のホームページにあるワークシ

ート(新聞の情報が記載されたプリント)を活用して

はどうか。 

○ 漫画やゲームの登場人物にも歴史人物がいるような

ので，うまくリンクさせてはどうか。（実際映画・漫

画の「ちはやふる」が流行ったころに，導入にて紹介

したところ百人一首に興味を持ち，練習する子供が

多くいた。また，短歌を扱った単元で，短歌を題材に

した本などを紹介したところそこから興味を持つ生

徒もいた。） 

○ 朝の会の話で「今日は何の日」のようなお題で，担任

が話をしたり，日直がそれについてみんなに話した

り（1 分間スピーチ）する。 

○ 学年掲示板に，南日本新聞を貼ったり，記事を紹介し

たりして身近に感じさせるようにしている。 

 

○ 本校も学年に関連する地図やイラストを貼っていま

す。 

◆ 発言するときの声が小さ

い。また，友達の発表を聞

く姿勢が整っていない。 

◇ 発表者には「息をたく

さん吸ってから声を

出そう」と声をかけ

る。聞く側は，発表者

に視線を向け，拍手や

同意などの態度で意

思表示を行うように

する。 

◇ 発表話型や聞く時の

約束を発達段階に応

じた内容で全学年で

示し，周知する。（学年

や担任が変わっても

困らないように） 

○ 全員が発表者に体を向けるまでは発表させない。声

の小さな子どもは，教師が代読したり，ノートを書画

カメラで写したりして，違う形で表現できるように

した。 

○ 全校で発達段階に応じた発表話型を検討し直し，全

学級に掲示した上で，子どもたちに意識させる。 

 

○ 普段の挨拶などから大きな声というかはっきりした

発声を意識させる声かけをしています。聞く態度は

しっかりできた子の賞賛と繰り返し何度も続けるし

かないのかと思います。個人的には簡潔な言葉で指

導できたらと思っていますが,中々できていません。 

◆ コロナの関係で４０分授

業となり，授業内での定

着が難しい。 

 

 

 

 

◆ ペアやグループでの学習

ができないため，学び合

い・教え合いが難しい。 

◇ 意図的指名で意見を

出してもらい黒板に

児童の考えを書きな

がら様々な意見を比

べる。 

◇ 既習内容を教室に掲

示し，いつでも学習し

たことを確認できる

ようにする。 

◇ 自学に活用できるよ

う「計画，テスト，分

析，練習」という一貫

した流れで授業を行

う。 

○ 学習のまとめを早めにし，家庭学習のとっかかりを

つける。翌日確認して進める。 

○ 新型コロナウィルスによる４０分授業及び休業日に

よる授業遅れを取り戻すために，学校行事等の見直

しや月曜６校時を設置し授業時間を確保して学習の

定着に繋げている。 

○ 授業中プリント学習できる内容は，プリント・ワーク

にして，宿題でさせたり，ポイントだけを書かせたり

などして，少なくなっている授業時間に対応してい

る。 

○ 縦ペアは密接なので，横ペアや，斜め横ペアで，顔は

近づけすぎないようにしている。 
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◆ 大きな数の内容の理解度

に大きな差がある。 

◇ 位取り表を自分で書

いてしくみを理解さ

せる機会を増やす。 

◇ 位取り表が示すこと

（位が上がる＝１０

倍など）を振り返る。 

 

○ 借りられる位取り表を数枚作っておいて必要な児童

に貸し出す｡または位取り表シートを準備し，そこに

書き込めるようにする。 

○ 大きい数の下に「千百十一」ごとに皿を書いて位取り

表の代わりにして考える取組をしたことがありま

す。 

例）１０ ４９５７ ３８０１ 

億    万 

◆ 授業中すぐに机に伏せた

り，椅子にもたれかかっ

たりして，長時間の姿勢

保持が難しい子への支

援。 

 

 

 

◆ 複数学年が一緒になった

ときの学習教科・内容・本

人の実態で，指導法に迷

いがあるときがある。 

◇ その都度言葉掛けを

したり，合言葉「あし

はぺったん・・・」を

唱えることで意識さ

せたりしている。 

◇ 視覚的に分かりやす

いようにイラストや

写真なども活用して

いる。 

◇ １日の中で教科の振

り替えを行ったり（教

科変更に対応できる

児童の教科が多い），

ミニ先生，復習を中心

に行ったりしている。 

○ その日の活動をメニューとして提示し，お楽しみを

意識させながら授業をしています。椅子にずれ落ち

ないようにする滑り止めを付けたこともありますが

なかなか難しいです。 

 

○ 本校でも同じようにしています。 

 

 

 

 

◆ 異学年の児童が全員そろ

ったときの学習の進め方

に苦慮している。それぞ

れの学力 ,理解力 ,集中力

の違いが大きく個別指導

も難しくなっている。 

◇  時間割を調整し ,基

礎基本となる課題を

みんなに与えて定着

を図れるようにして

いる。（限界はある

が。） 

 

 

 

 

○ 学級での取組を家庭にも知らせ，協力していただけ

る学習支援を伝える。 

○ 国語・算数ワークを準備し，自分で学習を進められる

力を少しずつ付けさせている。 

◆ 人数は少ないが，異学年の

ため授業の進め方が難し

い。 

 

 

◇ 一人に課題を与え，そ

の間にもう一人の授業

を進めている。（複式と

同じような進め方） 

○ ５分でできるような問題プリントを複数用意し，空

き時間ができた際に行い，2 人の時間調節に役立て

る。 

◆ 文字の学習を始めたばか

りで休校期間になったの

で，ひらがなの学習が遅

れている。短期間で次々

と学習内容を詰め込むよ

うに指導しなければなら

ないので，定着が難しい。 

◇ 毎日の宿題プリント

や，ドリルなどで，繰り返

し練習させる。学習内容

を精選し，削れる部分は

削って，まずはひらがな

の読み書きをしっかりと

定着させる。 

○ 定着をはかるために週報等で保護者にも見届けを依

頼する。 
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◆ ４０分間の授業に集中す

ることがまだ難しい子が

いる。 

◇ 正しい姿勢について国

語で学んだので度々その

言葉を投げかけて字を書

く姿勢が崩れないよう声

をかける。静と動のバラ

ンスに気をつける。個人

差に応じた指導のために

机間指導を多めにとる。 

 

○ 学習の見通しを授業の導入で示し，授業の流れが見

えるようにする。（やる気を引きだす。） 

◆ クラスの児童数が多い

(４０人)ため，一斉指導

で学習内容を十分に理解

できているか心配な面が

ある。また，体育の授業に

おいて量と質を確保した

い。 

 

◇ コロナウイルスの感染

症が収まったら…，小グ

ループでの学び合い等の

時間を確保し補っていき

たい。 

◇ 特別時間割を同学年が

並ぶように編成し，教具

の準備と片付けを分担し

運動する時間(量)を確保

する。教材が有効活用さ

れるように，一覧表を作

成する。 

 

○ 同感。活動量を増やすための手立てを考える際に，学

び合いからスムーズさが生まれたり，教具の準備片

付けの分担から時間の確保がのぞめると思う。是非

実践したい。 

○ ３・４年生は，算数加配の先生が入り，少人数学習を

行っています。相互学習も取り入れていきたいと思

います。 

○ ボール運動では１回のゲームを短くしてたくさん活

動できるようにしています。活動途中で，お手本とし

て何名かの児童を紹介して，良いところをまねする

ようにしたりしています。 

○ 体育でも，学習カードを作成し，活用しています。個

人のめあてに対しての振り返りがあると，本人なり

に質の向上を目指すような努力の姿が見られるよう

になりました。 

◆ チェックしないとノート

を取っていない児童がい

る。 

 

◆ 声掛けをしないと宿題も

ままならに児童がいる。 

 

◆ グループ活動ができない

こと。 

◇ 時々，一斉にノートチ

ェックをしたり，ノート

提出させたりしている。 

◇  時間はかかるが，毎日

提出物のチェックをし，

ときには学校でさせるこ

ともある。 

◇  ノートを交換して読み

合い，相手の考えのいい

ところを記入させてい

る。 

○ 宿題は毎回チェックを行い，合格するまで再提出を

行わせている。また，授業内で途中まで（もしくは最

後まで）宿題プリントに取り組ませることで，「完全

に終わらせたい」「途中までやったならできそうだ」

という意識付けを行うようにしている。 

○ グループ学習ができないので，個々のレベルに合わ

せた問題を用意している。また，百マス等を活用し計

算力向上にも努めている。 

○ 「やらなくても大丈夫」という意識を払拭し，「やっ

た分だけ力になる」という意識を増長させるために

しっかりと取り組ませている。必要に応じて，授業外

での支援もする。 

○ 授業中に机間巡視しながらノートへの取りかかりの

様子を見ている。 

○ 係に宿題チェックをしてもらい，出していない子に

は担任が個別に声をかけている。 

◆ ４０分間集中できない児

童がいる。 

 

◆ ノートを取る際，定規の

使用が定着していない児

童がいる。 

 

◆ 作業の速さに個人差があ

る。 

◇ 途中休憩や雑談を挟

むようにしているが，

そこだけに集中する。 

◇ 授業前に準備させる。 

 

 

 

◇ できる範囲で待つが，

間に合わないときは

個別指導等で対応。 

○ 全員が立ち上がったり，動く活動を取り入れたりす

る。 

○ 「鉛筆，赤/青鉛筆，消しゴム，定規」を全員確認さ

せて始業している。それ以外はしまう。「鴨池小のし

つけ」通り。どの学年/学級でも同様にすれば，担任

が変わっても困らない。 

○ 前の時間が終わった時点で定規が机上にあるのを確

認し，書く作業の途中で定規を使っている子どもを

褒める。（気付かせる）プリント等は定規を使ってい

ないと〇しない。 

○ 板書を写す際タイマーを使い鍛える。 
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◆ 国語・算数と同時間に道

徳や習字等に来る児童の

授業が重なることがあ

る。 

◆ 同学年ではあるが，一人

だけ個人差が非常に大き

い。 

 

◇ 事前に学年会で話し

合ってもらう。 

◇ 習字は可能なら支援

担任が交流学級で支

援する。 

◇ 「宿題を先にすまそ

う」と呼びかけ休み時

間等に基礎的問題だ

け個別に指導する。 

○ 書写（毛筆）の時間は，交流学級に支援学級担任と支

援員が来てサポートしてもらえると非常に助かる。 

 

○ 時間割の調整は，年度初めに重ならないように交流

担任にお願いしている先生もいます。どうしても重

なるときには，特別支援学級で時間割を変えてする

こともあります。習字は，交流学級に特別支援学級担

任が行けるようにしたり，少ない時間に特別支援学

級で行ったりしています。 

◆ ４０分授業のため，学習

を進めることを優先し

て，個々の見届け，把握が

難しい。 

 

◆ 自分の考えをうまく表現

できない，または自分の

考えを持てない，伝え合

い活動で考えを言わない

児童がいる。 

 

◇ 個別で対応，または家

庭学習の様子から，児

童の定着度の把握を

行う。 

 

◇ 他児童の考えを発表/

掲示し，友達の表現/

発表を参考にするよ

う指導する。難しい際

は，周囲に伝わるよう

言い換えて伝える。 

◇ 担任が加わり児童の

考えを引き出す。 

○ ノートや発表の様子を座席表にメモし，必要な子ど

もへの支援のヒントにする。 

○ 解決済かと思います。でも，４０分授業きつかったで

すよね。 

○ 同感。友達の考えを真似することから入り，そこに自

分の考えを加えたり，違う考えに発展したりする過

程を経ればいいと思う。 

 

○ 伝えられない児童は，まず「聞くこと」を第一段階と

して，「同じだ。」等という言葉を使うなどして，自信

をつけさせたい。 

◆ 児童一人一人の学力差が

激しいため，個に応じた

学習指導が難しい。 

◇ 時間割の教科の組み

替えを行う。ワークシ

ートやプリントの活

用等，ずらしや，わた

りを効果的に行う。空

きがあれば支援員の

活用。 

○ 支援員の活用も効果がありました。 

○ 市販の問題集もよく活用しています。国語では学習

の流れをパターン化（音読・漢字練習・その日の課

題）し，授業が始まったら自分で学習が進められるよ

うにしています。算数では，既習内容でも長さや時間

の計算，図形等，その児童が苦手な内容は，下級生が

学習するタイミングで再度学習に参加させ，定着を

図るとともに，上級生が下級生に教えることで理解

を深められるようにしています。 

◆ 計算のスピードが遅かっ

たり，筆算につまずいて

いたりする生徒が見られ

る。また，分数の種類分け

などもよくわかっていな

い。 

 

◆ 授業中の姿勢が崩れてし

まう生徒が多い。ななめ

に座ったり，肘をついた

りしている。 

◇ 計算時間を決め，時計

で残り時間を考えて

解く習慣を身に付け

るよう声掛けをして

いる。また，単元の最

初に過年度既習の基

礎的事項を確認して

から単元に入るよう

にしている。 

◇ その都度声掛けを行

うとともに，授業の最

初と最後は全員の姿

勢が整ってから挨拶

をするようにしてい

る。 

○ 時間を測ったり，計算の仕方を一度黒板で確認して

から取り組ませたりしている。 

○ 解く問題数を子どもによって変えている。出来る子

どもはどんどん先へ，苦手な子どもはゆっくりペー

スで・・・という形で。 

○ 学校はもちろん，家庭でも時間を意識した計算(学習)

をするよう，本人はもちろんＰＴＡ，週報等で呼びか

けている。 

○ クラス全体の姿勢が整うまで「待つ」。最後の一人が

揃うまで！ 

○ ４月最初に，机上の用具の置き方，姿勢，学習の進め

方をまとめたプリントを作成し，ノートに貼らせ約

束をしてから学習を始めている。 



23 

 

◆ 個別指導が必要な児童

（離席/学習用具の使い方

等の学ぶ姿勢の支援と知

的面での支援が必要な児

童）を含む一斉指導の授

業が難しい。 

◆ クラスの中での学力差が

大きい。 

◇ 支援員の要請をなる

べく行う。 

◇ 授業を中断して落ち

着いたり，学習環境が

整ったりするまで待

つ。 

 

◇ 教材研究を工夫（ＩＣ

Ｔの活用）して，机間

指導を行いながら指

導できるようにして

いる。 

○ 席を前にして，担任が頻繁に声をかけられるように

する。 

○ 支援員の要請をする。 

○ 支援体制作りが難しいのはどの学校でも同じなので

すね。 

○ 元の授業の形になれば，学び合い活動で，教える側の

子どもが活躍し，つまずきのある子どもへの支援も

しやすくなるのでは？ 

○ 教材・教具の工夫 

 


