
■ 学校の共通目標 

授業づくり 重 

点 

「焦点化」、「視覚化・情報伝達の工夫」、「共有化・参加の促進」を心がけ

た指導の工夫を通して、国語科の授業を中心に、思いやりのある話し手（人

間性）、たくましい聞き手（主体性）の育成を目指す。 

中
間
評
価 

どの学年でも、対話や話合いを意識した授業づくり

を行い、自分の考えを話すことが充実してきた。聞

き手の育成をさらに行っていきたい。 

最
終
評
価 

自分の考えをもち、進んで話す児童が育ってきた。話した相手の

話題や考えを受けて、話題に合った返事をしたり、話題を膨らま

せたりできるように、さらに育成していきたい。 

環境づくり 
教員グループの研修を通して、場の構造化やお互いを認め合う工夫などを

行い、全ての児童が授業に気持ちを向けて集中して取り組めるようにする。 

児童の学習環境について、ユニバーサルデザインを

どのように取り入れるといいか模索している。 

学校全体で共通した学習環境を提示することができた。児童が、

安心して、意欲的に学習できる学習環境づくりができた。 

■ 学年の取組み内容 

２ 

国語 

学 ひらがなは多くの児童が習得しているが、カタカナ、漢字

の習得には差が見られる。 

学 読書に対する関心が高い。 

・自分の思い、考えを自分の言葉で話すこと、相手の話

をしっかり聞くことに課題が見られる。 

・対話する、話合う機会を国語の学習以外でも多く作り、慣

れさせる。 

・話すとき、聞くときの約束を決める。 

・対話、話合いの機会を増やしたことで、自分の言葉で考え、

意見を伝えられるようになってきた。 

・相手の話を最後まで聞けるように約束を徹底する。 

・自分の考え、意見をすすんで伝えようという姿が見ら

れるようになってきたが、相手の話に対して適切に答え

たり、反応したりすることができる児童は少ない。聞く

ことに意識を向け、友達の考えを聞くことで考えが深ま

ったり広がったりする楽しさ、大切さを伝えていく必要

がある。 

算数 

学 基本的な計算力が身に付いている。 

 

・文章問題を読み、問題場面を正確にとらえ、立式する 

ことに課題が見られる。 

 

・具体物を使って考えさせる。 

・問題場面を図示して考えさせる。 

・文章題は解けるようになってきた。 

・個人差が見られるので少人数指導で対応していく。 

・学習の積み重ねができるよう、算数の授業以外の場面でも

既習の内容に触れていく。（長さ、水のかさなど） 

・文章題を図に表したり、整理して考えたりする力が身

についてきた。 

・少人数指導により、一人一人の児童を丁寧に指導する

ことにつながり、算数が苦手だった児童も、その楽しさ

に気付くきっかけとなった。 

・長さの測定、水のかさの単位については触れる機会が

少なく、定着が不十分だったので、今後も意図的に機会

を設定していく必要がある。 

３ 

国語 

学 話の聞き取りの問題で、全国平均よりも３ポイント下回っ

ている。 

学 文章の読解や記述の力は全国平均よりも大きく上回ってい

る。 

調 ３年生までの言語・漢字が身に付いている児童が多い。 

 

・大事なことを落とさないように聞き取ることが苦手な

児童が少なくない。 

・相づちの打ち方、質問の仕方、メモの取り方など、話を聞

くときの態度や技能について重点的に指導する。 

・相づちの打ち方や質問の仕方などをまとめたカードを作成

し、一人一人の児童に渡し、日常的に活用できるようにし

た。 

・「話す人を見る」「相づちを打つ」など、常時活動でも話を

聞くときの態度を継続して指導していく。 

・区の学力調査の結果を見ると、昨年度の課題だった「話

すこと・聞くこと」についてもおおむね良好であった。

しかし、「書くこと」については、正答率が低い傾向が

見られた。相手や目的を意識して、段落構成を考えて文

章を書く指導を重点的に行う必要がある。 

算数 

学 思考力・表現力をみる問題では、全国平均を大きく上回っ

ている。 

学 量や測定の問題では、目標値よりも１０ポイント以上下回

っている。 

調 基本的な計算については身に付いている児童が多い。 

・かさの単位の関係を理解し、大小を判断することを苦

手とする児童が少なくない。 

・かさの単位の理解を促す教材の提示や体験的な活動を通し

て、単位の関係やかさの大小を実感できるようにする。 

・重さの学習では、簡易的な天秤やはかりを用いて重さを測

る時間を多く設定した。 

・体験的な活動を継続して取り入れていくことで、量感を身 

に付けさせることを意識させて指導する。 

・区の学力調査の結果を見ると、全体的におおむね良好

であった。しかし、「数の相対的な大きさについての理

解」が正答率が低い傾向が見られた。１００００より大

きい数について年度末に向けて重点的に指導を行う必

要がある。 

４ 国語 

学 「話す・聞く」領域において、話の中心に気を付けて聞き、

質問をする力に課題が見られる。 

学 新出漢字の定着は、練習にコツコツ取り組んでいる成果が

出ている。一部児童の遅れが見られるため、個別指導の必

要がある。 

調  ３年生までの言語・漢字が身に付いている児童が多い。 

 

・話の中心は何か捉えられるような指導、質問する場面

の多く設定する。 

・漢字の書き取りの定着を図る。 

・授業で意図的に場面を設定する。よいモデルを提示し、確

認できるようにする。 

・宿題やテストを活用する。 

・「○○さんに賛成で」「○○さんに反対で」など自分の立場

を」はっきりさせる言葉を用いて、意欲的に話し合いに参加

しようとする児童が増えた。 

・話し合い活動の振り返り（立場を明確にして話す・共感的

に聞くなど観点を提示して）に重点を置き、自分の話し方・

聞き方を客観的に見られるようにする。また、その振り返

ったことが実践できるように話し合い活動をコンスタント

に設定していく。 

・引き続き、宿題やテストを活用する。 

・話す聞くでは、友達の話を聞こうという姿勢が身に付

いた。友達の意見を肯定的に受け止め、相槌をうったり

うなずいたりして話を聞くことができるようになった。

友達の話を受けて、自分の意見を話すということには課

題が見られる。自分の話し方を客観的に振り返る練習を

繰り返し行いたい。 

・漢字テストで８０㌫以上得点できる児童がほとんどに

なった。その他の児童に対しては引き続き個別指導をし

ていく。 

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） 

１ 

国語 

学 意欲的に学習に取り組み、音読、読書、短い文を作ること

を楽しんで行っている。 

学 読み書きに支援が必要な児童がいる。 

・自分の思ったことを文章にして書くことに、課題が見 

られる。 

・ノートの字が美しくない。 

・書く機会を増やし、書くことに慣れていく。 

・入学時の書く姿勢を意識させ、落ち着いて書けるように声

をかける。 

・あのねノートや手紙を書くことの活動を通して書くことに慣れてきた。ノートに学習の感想を書くことができるよう

になった。 

・書き初めの学習などで、字の書き方を見直し、普段のノートの書き方もだいぶきれいになってきた。 

算数 
学 身の回りの数に興味をもち、計算したり、長さ比べをした

りして、算数への関心が高い。 

・計算する力は高いが、考え方の説明をすることができ

ない。 

・具体物をつかって、自分の考えを整理させる。 ・具体物の操作をすることで、自分の考えを整理することができた。また、自分で考えた後、隣話し合うことで、考え

を深め、さらに全体に考えを広める活動を行った。 

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） 

学力向上のための重点プラン【小学校】                                              新宿区立市谷小学校 （様式 1） 



算数 

学 学習したことを活用して、新しい問題に取り組もうとする

姿勢に課題が見られる。 

学 図や式を関連付けて説明することに苦手意識がある。 

調 基本的な計算については身に付いている児童が多い。計算

の間違いも見られる。 

 

・授業で、既習事項を明らかにし、それを活用して問題

解決できるようにする。 

・説明するときに、言葉だけではなく図式を関連付けて

説明できるようにする。 

・既習事項を活用できるような問題場面を意図的に提示する。

既習事項を想起できるような発問をする。 

・机間指導の時に、図と式を活用するよう声掛けする。図 

を書きたいと思うような問題提示を工夫する。 

・課題提示の時に、前の時間に学習したことや前に学習した

単元のことを想起させる授業展開にしたことで、新しい問題

を解決しようとするときに、既習事項を活用しようとする児

童が増えた。 

・自分の考えを図で表現しようとする力の定着を図るため、

引き続き、図のよさが理解できるような指導をする。 

・図や式を関連付けて考えることの大切さを実感させるため、

友達の図から考えを読み取る活動や、式から考えを読み取

る指導を継続していく。 

・前の単元、前の時間と問題の違いを考えることで、知

っていることが明確になり既習事項を活用しようとい

う姿勢が身に付いた。 

・数直線の書き方などを丁寧に指導し、立式に生かせる

ようにした。まだ、自分から活用するまでは至っていな

いので、引き続き指導していく。 

・自分の考えを図や式で表現することは標準クラス以上

の児童は身に付いている。 

・友達の図や式を関連付けて考えようとする姿勢が高ま

った。標準クラス以上の児童は意欲的に取り組むように

なったので、苦手コースの児童も教師主導ではあるが引

き続き指導していく。 

５ 

国語 

学漢字の読み取りは定着しているものの、書き取りについては、

定着度に個人差が見られる。 

学「話す・聞く」において、テストはできるが、授業の中で話

が聞けなかったり、自分の気持ちや意見を話したりすること

に課題が見られる子供が多い。 

調「読む」ことの能力が高いので、さらに伸ばしていく。 

・漢字の読み書きの定着を図る。 

・話し方・聞き方の定着を図る。 

 

 

・宿題や小テストを行うことで定着を図る。 

・話し方や聞き方を子供たちに指導し、グループ活動の時間

を設け、その中でできるようにする。 

 

・小テストをこまめに実施することで、新出漢字の定着を図

ることができている。 

・児童は、友達の意見を共感的に受け入れ、考えを深めるよ

うな話し合いができるようになってきている。 

・書く活動では、「知ったこと」「考えたこと」をしっかりと

区別することができるように指導していく。 

・小テストでは合格点に達する子が増え、新出漢字の定

着を図ることができている。まだ、課題がある子もいる

ので、その子たちには引き続き個別に指導していく。 

・話し合い活動はうまくなったが、まだ担任の手が必要

である。自分たちでだけで深められるような話し合いが

できるようにすることが課題である。 

・書く活動には個人差がかなりある。支援を必要とする

児童に個別に指導していく。 

算数 

学演算決定の際に、図などを用いて解決できるようにする。 

調単位換算が苦手である。 

学既習事項をもとに、算数的な言葉で自分の考えを説明するこ

とが苦手である。 

・四則計算などはできるが、立式の根拠を説明するのが

苦手である。 

・単位換算が苦手である。 

・演算決定の際に、式だけではなく、図などで自分の考えを

表すような課題を出すようにする。 

・どの単元でも単位換算をさせるようにする。 

・図や表を用いた考え方に慣れてきている。計算をドリル方

式で繰り返し練習することで基礎内容が定着してきている。 

・単位換算は少しずつできるようになってきている。 

・遊びやゲームを使って学力の高くない児童の意欲が継続す

るような工夫をしていく。 

・図を書くことで、立式の意味を理解することができる

ようになった。 

・単位換算はできるようになってきているが、まだ課題

が残る子がいる。 

・算数の授業の課題に取り組める子が多くなってきてい

る。 

６ 

国語 

学漢字の読み取りは定着しているものの、書き取りについて

は、定着度に差が出ている。 

調話し手の提案に合う意見を出して進んで話し合うといった

「話す・聞く」に課題が見られる。 

・活用場面になると漢字の書きが十分定着できていな

い。 

・話し手の意図を捉えながら聞き、自分の意見と比べて

話す力の定着を図る。 

・６年の新出漢字だけでなく、５年生までの漢字で間違いの

多い漢字の小テストも行い、定着を児童が確認できるよう

にする。 

・校内研究で「話す・聞く」を主題とし、目指す児童像を具

体化して、研究・実践を進める。 

・漢字のテストの練習を通して、定着はできてきているが、

文章の中で正しく使うことが難しい児童もいるので、活用

する力を身に付けさせるようにしていく。そのために作文

指導やノート指導にも力を入れていく。 

・「話す」力より、「聞く」力が弱い傾向にあるので、話し合

いの意図を明確にし、「自分の意見と比べる」ことに力を入

れていく。 

・授業以外にも漢字に興味をもつ児童が増えた。ノート

やワークシートの中でも習った漢字を使おうという意

識が見られるようになった。 

・話し合いの目的を明確にし、ルールを徹底することで、

相手の意図をくみ取りながら話を聞けるようになって

きた。話し合いの中で、自分の意見と相手の意見を比べ

て発言する児童も増えた。 

 

算数 

調合同な三角形を作図できる条件について考えることに課題 

が見られる。 

調単位を換算して求めることに課題が見られる。 

学既習事項をもとに、算数的な言葉で自分の考えを説明するこ

とに課題が見られる。 

・既習事項を関連付けて学習できるようにする。 ・朝学習の時間を活用して、これまでの復習、計算練習をし、

児童が自分の定着度を確認できるようにする。 

・自分の考えを説明する際に、キーワードになる言葉を指定

したり、模範となる説明を取り上げたりして、どの児童も説

明ができるようにしていく。 

・朝学習の時間を活用して、これまでの復習、計算練習をし、

児童が自分の定着度を確認できるようになってきた。 

・児童は、問題を解くことに重点を置きがちなので、その根

拠を自分の言葉で説明できるようにしていくよう、引き続

き支援をしていく。 

・少人数学習でコースを選択することで、自分の力を客

観的に判断できる児童が増えた。自主学習ノートでも自

分の課題に沿って学習できるようになってきた。 

・自分の考えを伝える機会を増やすことで、説明する力

を伸ばすことができた。指定されたキーワードを上手に

活用しながら説明する姿が見られた。 

音
楽 

学友達と声を合わせて歌ったり演奏したりする活動に一生懸命に取り組

む児童が多い一方、前向きに学習に取り組むことができない児童もい

る。 

学友達のよさを認め合う児童が多い一方、学級での人間関係に左右されて

うまく関われない児童もいる。 

・自己肯定感を高め、音楽を通してのびのびと自分を表

現できるようにする。 

・自他のよさを認め合い、違いを受け入れられるように

する。 

・自己肯定感を高め、音楽を通してのびのびと自分を表現で

きるようにする。 

・自他のよさを認め合い、違いを受け入れられるようにする。 

・音楽会があるので、そこで発表するのを目標にして表現活

動に取り組んでいる。褒めたり、認めたりして少しずつ自

信をもって表現できるようになってきている。 

・人間関係等で積極的に学習に取り組むことが難しい児童も

いるが、個別に支援をしている。 

・行事（音楽会）に向けて表現活動に取り組み、自信を

もって表現できたことで、自己肯定感が高まってきた。

また、以前に比べ音楽表現する楽しさが伝わった。 

・個別に支援をして、一緒に学ぶことができるようにな

った児童が増えた。 

 

図
工 

学学習に対する期待感はどの児童も高い。しかし表現に対する意欲は児童

によって差がある。 

・活動を通して表現することの楽しさやおもしろさ、奥

深さを感じることができるようにする。 

・児童の実態に応じて多様な活動を計画していく。活動中や

作品などから児童の実態を把握するようにする。 

・活動や作品から児童の実態や技能等を把握している。理解

力の高い児童が多いが、表現する楽しさや面白さを実感す

る体験が少ないので、より多様な活動を取り入れていく。 

・児童の実態に合わせて、材料や行為を実感し活動を広

げていくことができた。表現する楽しさや面白さを感じ

られるようになってきた。 

     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。   


