
■ 学校の共通目標 

授業づくり 重 

点 

・児童一人一人に問いや考えをもたせ、学び合いを通して思考力・

判断力・表現力を育てる問題解決型の授業づくりを行う。 
中
間
評
価 

・ 最
終
評
価 

・ 

環境づくり 
・言語や規則を守る環境を整え、教師や児童が ICT機器を活用で

きるようにし、授業のユニバーサルデザイン化を図る。 

・ 

 

・ 

 

■ 学年の取組み内容 

２ 

国語 

学・観点別にみると、低学年は「読む」能力の低

下が見られる。 

学・漢字や言葉のきまりについては、個人差が

ある。 

・場面の様子を読み取ったり、登場人物の

気持ちを読み取ったりするのに課題が

見られる。 

・助詞の「は」「へ」、拗音などに課題が見

られる。 

 

・順序良く文が書けない児童もいる。正し

い書き順や、字の形を正しく書くこと

に課題が見られる。 

・読み取りの場面で、文中の表現に立ち返りな

がら、場面を読み取ったり、登場人物の気持

ちを読み取ったりするようにする。 

・絵日記など、文章を書く機会を増やし、言葉

のきまりや、順序良くかけるよう、継続して

指導をしていく。 

・書き順や字形を正しく書けるよう、空書きを

して確認したり、漢字テストをしたりして、

指導を行う。 

・ 

 

 

 

 

算数 

学・「数と計算」の領域の学習内容の習熟に課

題が見られる。 

 

学・学習内容の習熟には個人差が見られる。 

・簡単な計算も、指を使って計算してい

る児童がいる。 

 

・どの児童も、自分の考えをもち、説明

できるというところまでには至って

いない。 

・家庭学習に継続的に取り組み、１年生の学習

内容も復習しながら、習熟できるようにす

る。また、東京ベーシックドリルを活用して 

基本事項の定着を図る。 

・自分の考えをノートに書き、説明する場面

を、取り入れる。ペアで、説明し合う。全体

で説明し合うなどの場面を増やす。 

・ 

 

・ 

３ 

国語 

調・観点別では、「話す・聞く力」に優れ、「書く力」

「読む力」に課題がある。 

学・話す力は比較的身に付いているが、語彙力・作

文力に課題がある。物語文を読み取る力に課

題が見られる。 

 

 

・物語文において、文中の表現に基づいて

場面の様子を読み取ることに課題が見

られる。 

・漢字の読み書きや言葉の特徴のきまり

についての理解に課題が見られる。 

・文中の表現に基づいて、場面の様子を読み取る

力を高めるために、授業の中で読み取ったこと

をワークシートやノートなどにまとめ発表し

合う活動を計画的に位置付ける。 

・定期的に漢字テストを行う。家庭学習では、

テストに向けての練習や日々の新出漢字の

練習をする。また、習った漢字を使いながら、

作文や自分の意見を書くような取り組みを

多く取り入れる。 

・ 

 

・ 

 

算数 

調観点別にみると、３つの観点の正答率が新宿

区を上回り、特に「知識・理解」の正答率が新

宿区を大きく上回った。 

学特徴となる課題は、「数と計算」の領域におけ

る計算の意味と計算の仕方の理解である。具

体的な問題場面において、加法や乗法で表す

ことができる２つの数量の関係を理解させる

工夫が必要である。 

・より立式や作図等、ノートの使い方の

原則を決めて、より理解を深めるため

に、分かりやすい表現ができるように

する。 

・ものさしの目盛を読み取ることや、か

さの単位の関係を理解し、大小を判断

することに課題がある。 
 

・異なる立式を比べて、式の意味を考えたり、

分かったことを発表したりする時間を増や

し、児童の発表や話し合いに関わるルール

を徹底する。教科書の説明を理解するだけ

でなく、違う問題場面を自力で図表や線分図

に表して理解し、それらをもとに自分の考え

を説明する機会を多く設ける。 

・具体物を使って大きさの量感を感じたり目

盛を読み取ることを日常的に行えたりする

ように普段からものさしを活用する。また、

東京ベーシックドリルを活用して基本事項

の定着を図る。 

・ 

 

・ 

学年 教科 学習状況の分析（10月） 課 題（10月） 改善のための取組み（10月） 最終評価（２月） 
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国語 
・  ・ 

 

・    

算数 
・ ・ ・ ・ 

学年 教科 学習状況の分析（４月） 課 題（４月） 改善のための取組み（４月） 中間評価・追加する取組み（10月） 最終評価（２月） 
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４ 

国語 

調観点別にみると、ほぼすべての観点において

目標値を上回った。 

学特徴となる課題は、登場人物の気持ちや人柄

を会話や文章の記述を元に考えることに課題

がみられる。 

・書き順について習熟が十分でない。 

・大事なことを落とさないように聞き取ること

に課題がみられる。 

・物語文等において、文中の表現に基づいて場面

の様子を読み取ることに課題が見られる。 

・漢字学習では、全員で書き順を確認したり、ペア同士で正し

く書けているか見合ったりすることで、正しい書き順を習

得させる。 

・台詞や会話文だけではなく、文章中の情景描写や、他の登場

人物の気持ちなどから読み取れることをノートにまとめ、

交流する機会を多く取り入れる。 

・ 

 

・ 

 

算数 

調観点別にみると、すべての観点で正答率が目

標値を上回り、特に「わり算」の正答率が新宿

区を大きく上回った。 

学特徴となる課題は、答えの求め方や道筋をわ

かりやすく説明することである。 

・折れ線グラフ全体の形や、傾きから情報を読み

取ることに課題がみられる。 

・考え方や方法を説明する能力に課題がみられ

る。 

・自分の考えを、文章や図、式などを使ってノートに記述でき

るよう、指導していく。また、東京ベーシックドリルを活用

して基本事項の定着を図る。 

・ノートに記述したものを、ICT機器を利用して投影し、指を

指したり言葉を加えたりしながら説明する機会を多く設け

る。 

・ 

 

・ 

５ 

国語 

調・全体的な正答率では、目標値は達成しており、概ね

満足できる状況である。ただし、説明文の内容の読

み取りでは、目標値は達成しているものの、全国平

均より下回っている。 

調・領域別、観点別に見ると、「読むこと」の領域のみ、

全国平均を下回っている。 

学・提出された課題やワークテストの状況を見ると、文字を正しく丁

寧に書くことに課題がある児童が多い 

・漢字の読み書きや言葉の特徴やきまりについ

ての理解に課題が見られる。 

・物語や説明文の内容の読み取りに課題が見ら

れる。 

・漢字学習では、気を付けてほしい筆順や箇所、言葉

の意味を児童が調べ、発表する等して文字に関する

関心を高める。 

・家庭学習を丁寧に行う習慣を身に付けさせる。 

・物語の設定や説明文の構成を正しく読み取るため

に、必ず叙述に即して読む指導を徹底する。 

・ 

 

・ 

算数 

調・どの領域においても、目標値を達成しており、概ね

満足できる状況である。 

学・自分の考えを説明したり、考えを深めたりする活動

への意欲や能力に課題がみられる。 

  ・「数と計算」領域の習熟に個人差が見られる。 

 

・地図から長さを読み取ることに課題が見られる。 

・全体的な習得率を上げていくことが課題である。 

・課題が多かったのは小数のわり算の四捨五入

で、約３０％の児童の理解が不十分であったの

で、整数のわり算に遡って復習をした。また、

問題の読み飛ばしによる誤答が多く、今後は問

題文を音読したりアンダーラインを引いたり

する方法を用いて、正確な読み取りを身に付け

させていく。 

・社会科の資料の読み取りにおいても、正確に読み取

ることや、地図帳を活用して指導にあたる。 

・家庭学習の定着を図ったり、個別指導を行ったりす

る。また、東京ベーシックドリルを活用して基本事

項の定着を図る。 

・必要に応じて既習事項の復習を適宜行う。また、問題文を

音読したりアンダーラインを引いたりして、正確な読み取

りを身に付けさせていく。 

・ICT端末を活用して考えを表現させる授業を実施する。 

・ 

 

・ 

 

６ 

国語 

調・全体的な正答率では、目標値は達成している。

観点別では、「読む力」に優れ、「書く力」に課

題がある。 

学・読み取る力は比較的身に付いているが、語彙

力・作文力に課題がある。助詞や主述の一致な

どに課題が見られる児童もいる。 

・言葉の学習で、言葉の意味や文法につい

ての理解に課題が見られる。 

・自分の考えや主張を分かりやすく記述

する力に課題が見られる。 

・国語辞典を常備させるとともに、分からない

言葉を調べることを習慣にさせる。 

・条件作文を定期的に書き、論理的な文章の書

き方を習得させる。また、優れた記述や文章

構成で書いている児童の作品を互いに読ま

せる。 

・ 

 

・ 

 

算数 

調・全体的な正答率では、目標値を下回っている。

昨年度と比較して、小数や分数の基礎計算の習

熟が十分でない。また、考えを説明する力にも

課題がある。 

学・自分の考えを説明したり、考えを深めたりする

活動への意欲・能力ともに二極化している。 

・基礎計算力に課題がある。 

 

・自分の考えを記述する力に課題がある。 

 

・授業開始後５分間は、東京ベーシックドリルの計算

部分を活用して、基礎計算の復習と習熟を図る。 

・毎時間の授業において、問題から課題を見出し、自

分の考えを「図」「式」「言葉」を用いて、ノートに書

くことができるように指導していく。また、ICT端末

を活用して考えを表現させる授業を実施する。 

・ 

 

・ 

音
楽 

学・関心意欲をもって取り組んでいるが音楽の広がりや

深まりの点ではまだ浅い。 

・主体的に思いや願いをもって表現し、実

現するための技能に課題が見られる。 

・自分の持ち味、互いの良さに気付き、か

かわり合いながら演奏を工夫すること

が課題である。 

・音楽の美しさを感じ、表現の喜びを感じ取る

ことができる多様な教材を複数選択する。 

・本時のめあてをしっかりもたせ、目的に応じ

た様々な形態のグループやペア、パート練習

を通して、協働的に学ぶ力を付ける。 

・ 

 
・ 

 

図
工 

学・家庭で生活力を身につける機会が少ないのか、ごく基

礎的な作業や、技能が全体的に幼い。 

学・低学年は発達段階として未熟であるが、高学年はもっ

と身に付けてほしい点として、お互いの作品から学び

合う態度がある。 

・基本的な知識、技能を身に付けた上での

表現力を向上させることが課題であ

る。 

・お互いの作品を鑑賞する時間を大切に

しながら、学び合う意識をもたせるこ

とが必要である。 

・新しい単元の最初、または、取り扱う道具や

表現が変わるたびに、過去の学習を振り返っ

て積み重ね身に付けていくべき基礎学力を

養うための指導を行う（確認、振り返り）。 

・時間に余裕がある時は、積極的にお互いの作

品を見合う時間を確保していく。 

・ 

 

・ 

 

     調…新宿区学力定着度調査の結果から見える学習状況  学…授業での様子や提出物、作品、ワークテスト等から見える学習の状況   ※分量は 2ページ以上となってもよい。   


