
■ 学校の共通目標 

授業作り 
重 

点 

知識・理解や計算力等、基礎的・基本的な内容がどの児童にも定着できる

ような授業を展開する。 
中
間
評
価 

どの学年も課題解決に向けて改善されてきた。こん

後も更なる基礎、基本の定着に向けて授業を工夫し

ていく。 

最
終
評
価 

習熟度別指導、個に応じた指導、補充的な学習を行うことで、新

宿区学力定着度調査で全学年、全教科、全観点で正答率が全国平

均を上回った。基礎的・基本的な内容が定着した。 

環境作り 
場の構造化や人との関わり合いなどを重視し、全ての児童が授業に集中し

て意欲的に取り組めるような授業環境を整える。 

どの学年の児童も集中して意欲的に授業に取り組む

様子が見られた。対話的な学びをさらに重視してい

く。 

教材、教具を充実させることで、児童が意欲的に授業に取り組め

る環境を整えることができた。自分の考えや思いを伝い合える環

境作りにさらに努めていく。 

■ 学年の取組内容 

２ 

国語 

学 言葉に興味をもっており、学年相応の語彙力や読み書きの

力は付いている。 

学 新しい文章を読み、深く考えたり、自分の考えを伝えたり

することはまだ身に付いていない。 

学 自分の思いをのびのびと表現できる児童が少しずつ増えて

きた。 

・２年生の新出漢字は１年生よりも画数が多く、マスも

小さいので形を整えて書くことに課題がある。 

・新しい文章を読み、内容をしっかりと読み取ること。 

・自分の思いを文章で書き表すことに課題がある。 

 

・漢字の学習を１年生より引き続き、一文字ずつ丁寧に取り

扱って学習を進める。 

・さまざまな文章を読む機会を設け、読んだ文章について感

想を述べたり、大事なことを読み取ったりする。 

・作文帳を使い、文章を書く機会を増やし、書く力を付けて

いく。 

・丁寧に漢字を書く学習を行うことで、書き慣れ、画数の多

い漢字を丁寧に書くことができるようになった。 

・読み取った文章について、自分の考えや想像したことを伝

え合う活動を行い、学年相応の読み取りの力が付いてきた。 

・作文帳での表現を通して、のびのびと表現しようとする姿

が見られる。 

 

・同じ漢字テストを満点になるまで繰り返す学習を取

り入れたことで、文字の丁寧さだけでなく、８割、９

割の児童が定着させられることができた。 

・長い文章を読み、登場人物の気持ちを創造したり、

自分の考えを加えたり、学年相応の読み取りの力をつ

けることができた。 

・自分の思いを文章や詩で１０月よりさらにのびのと

表現することができる児童が増えた。 

算数 

学 基本的な計算の力は身に付いている。 

学 身の回りにある数に親しんでいる児童が多い。 

学 文章問題をじっくりと問題を読んで考える経験があまり多

くない。 

・計算の力はあるのに、速さに気を取られて、正確性に

課題がある。 

・学習内容をその単元の学習時だけでなく、長期間にわ

たって定着させることに課題がある。 

・プリントや宿題等で、計算の力を確実に定着させる。 

・既習事項を組み合わせた問題に取り組み、活用する力を付

けていく。 

・繰り返しの練習で、正確に計算できる力が付いてきた。 

・身の回りにあるものを使い、算数で学習したことを活用で

きる機会を設けることで、定着を図ることができた。 

 

・繰り返しの計算練習で、確実な計算の力を付けるこ

とができた。かけ算九九をしっかり覚えることができ

た。 

・長さを測ったり、時計をよんだり、身の回りの算数

に興味をもって、実際に活用することができた。 

・学力定着度調査の文章問題で全国平均よりも高い正

答率となったことから、理解が高まったことが分か

る。 

３ 

国語 

調 全ての観点に置いて全国平均正答率を上回っており、概ね

２年生の基本的な学習は身に付いている。 

調 「書くこと」が、全国平均と７ポイント差で、他の観点よ

りもポイント差が小さい。 

学 漢字練習で丁寧に書く児童が多い。 

 

・組み立てを考えて文章を書くこと。 

・見たり、聞いたりして分かったことが、読む人に伝わ

るように文章を書くこと。 

 

 

・小テストを随時行い、児童が自分の到達度を振り返る機会

を設ける。 

・文章を書く機会を増やし、書く力を付けられるようにする。 

・漢字やローマ字など適宜小テストを実施し、自分の到達度

を測る機会を多くもつことで、知識・技能の定着を図ること

ができた。 

・自分が伝えたいことを明確にして文章で表現できるように、

個別の指導を今後も適宜取り入れていく。 

・「書くこと」の平均正答率は全国平均よりも 14ポイ

ント上回ることができた。 

・文章を書く際には、個別に指導する機会を設定する

ことで、自分が伝えたいことを明確にして記述できる

児童が増えてきた。 

 

算数 

調 全ての観点に置いて全国平均正答率を上回っており、概ね

２年生の基本的な学習は身に付いている。 

調 「知識理解」が全国平均との差が他の観点よりもが小さい。 

学 学習内容の習得状況に差が見られる。 

・学習内容の知識・理解の定着。 

 

・既習事項を想起させて学習に取り組めるように授業の工夫

をする。 

・単元末の習熟やテストなどを活用し、自分自身の課題を把

握する。 

・学習の理解が遅れがちな児童には、T2の教員が個別指導す

る。 

・補充問題を扱う解を確かなものにする。 

・習熟度別の授業では、児童の実態に応じて一斉指導の時間

配分や、プリントの量や内容の調整を行うことで、総じて定

着度の向上が見られた。 

・児童の実態に応じた習熟度別の指導により、知識・

理解の定着を図ることができた。一斉指導と個別指導

の時間配分、児童の課題に合わせた助言などを工夫す

ることによる効果が大きかったと考える。 

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（10月） 最終評価（２月） 

１ 

国語 

学 ひらがなやカタカナを使いこなして、読み書きはで

きている。 

学 文章を読んで考えることは、個人差が見られる。 

学 考えたことを文章で表現することはできている。 

・新出漢字を字形に気を付けて、確実に身に付けるこ

と。 

・文章を読み、内容を正確に読み取ること。 

・自分の考えを短い文章で表現すること 

・ドリルを活用し、繰り返し練習する習慣を身に付ける。 

・正確に練習できるように確認する。 

・教科書の文章を一文ずつ丁寧に読み取らせる。 

・生活の中で、文章を書いたり自分の考えを表現したりする機

会を設定する。 

・ドリルを繰り返し活用して、練習することで漢字８０文字を確実に身に付けてきている児童が多い。ただ、個人差が

あり、練習する際にだんだん形が変形してくるなど、注意力が継続できず間違えて覚える児童も少数いるため、次年

度も継続して指導する必要がある。 

・登場人物の気持ちや、説明文の接続詞などにサイドラインを引いて確実に読み取ることで、読解の力が向上してきた。 

・自分の考えを、短い文章で書いたり、発表したりすることで、表現することに慣れてきている。内容が明確になって

いるときには表現しやすいが、そうでないときに戸惑ってしまうことが多いので、課題を明確にする。 

算数 

学 たし算ひき算の計算の力は身に付いている。 

学 問題を読んで考えることに慣れていない児童がい

る。 

・繰り上がり、繰り下がりの計算力を確実に身に付け

ること。 

・自分の考えを説明できるようにすること。 

・ドリルを活用し、繰り返し練習する習慣を身に付ける。 

・10の補数を確実に言えるように練習を繰り返す。 

・授業の中で様々な方法で説明する機会を設定する。 

・基本的に計算力は身に付いてきている。その他の単元も理解はよくできている。ただ、忘れてしまったり、うっかり

したミスで間違えてしまったりすることはある。 

・解き方や考えを説明する力が付いてきているため、互いの考え出し合うことがうまくなり、自分たちの力でも話合い

が進められるようになった。 

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（４月） 中間評価・追加する取組（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） 



４ 

国語 

調 全ての観点に置いて全国平均正答率を上回っており、概ね

３年生の基本的な学習は身に付いている。 

調 言語理解の観点が、全国平均ポイントと６．７差で、他の

観点よりもポイント差が小さい。 

学 文字を丁寧に書く児童が多い。一方で、字形を整えて書け

ない児童もいる。 

 

・漢字の書き取り（正しい字形など含む）の定着。 

・言語理解の定着。 

・授業の指導と宿題を併用して、定着を図る。 

・小テストを随時行い、児童が自分の到達度を振り返る機会

を設ける。 

・授業では、新出漢字の正しい字形、筆順などを確認し、定

着を図っていく。 

・季節の言葉や昔の言葉など語彙が豊かになるような教材を

扱い、指導していく。 

・授業での指導や家庭学習に取り組みを継続することで、テ

ストで９割以上の得点に達成する児童が５割ほどに増えた。 

・小テストの直しを丁寧に行うようになり、定着につながっ

た。 

・得点が５割に届かない児童も数名いるため、今後は個別の

指導を増やしていく。 

・言語理解の観点が、全国平均ポイントと５．７差と 

上回っているが、継続して指導が必要である。 

・授業での指導や家庭学習の徹底によって漢字の読み

書きの定着が見られた。 

・進んで分からない言葉を辞典で調べることも増えた。 

・漢字の定着が見られない児童が数名いるため、今後

も個別に指導をしていく必要がある。 

算数 

調 全ての観点に置いて全国平均正答率を上回っており、概ね

３年生の基本的な学習は身に付いている。 

調 知識・理解の観点が全国平均ポイントと７．５差で、他の

観点よりもポイント差が小さい。 

学 学修内容の習得状況に差が見られる。 

・学習内容の知識・理解の定着。 

 

・既習事項を想起させ、学習に取り組む授業の工夫をする。 

・単元末の習熟やテストなどを活用し、自分がどの程度その

単元の学習を理解したか振り返る機会を意図的にもつ。 

・T2の教員が個別指導する機会を設ける。 

・補充問題に取り組み理解を確かなものにする。 

・既習事項を活用して、学習に取り組むことが習熟度のどの

クラスでも意識できるようになった。 

・個別指導の機会を設けることで、苦手な児童も意欲的に学

習に取り組むことができるようになった。 

・補充的な指導を今後も継続していく。 

・知識・理解の観点が全国平均ポイントと９．９上回

り昨年度の結果よりも２．４ポイントの向上が見

られた。 

・既習事項を活用して、計算の考え方や見方などを捉

えることができるようになった。 

・個別指導の場面を増やすことで苦手意識がある児童

も意欲的に学び、学習内容を深めるができるようにな

った。 

・繰り返し補充問題などに取り組ませることで約８割

の児童の学習内容の定着が見られた。しかし、計算ミ

スもまだあるので、次年度も継続して正確に解けるよ

う指導する。 

５ 

国語 

学 音読に積極的に取り組む児童が多く、口形もしっかりして

おり、声量もある。 

学 漢字の書き取りについてはそれぞれの児童に差があり、字

形が整っていない児童が多い。 

調 全体として全国平均を上回り、基礎的な学力は身に付いて

いると言える。 

調 文章の構成要素（述語）についての理解について伸びしろ

があると言える。 

・漢字の書き取りの定着。 

・正しい姿勢を含めた字形を整えて書くこと。 

・主語、述語の関係を理解し、相手に伝わる文章を書く

こと。 

・相手の意見を聞いて自分の考えと比較し、考えを深め

ること。 

・新出漢字だけでなく、既習漢字の定着にも力を入れ、再テ

ストを繰り返し行い、定着を確認できるようにする。 

・短作文や１分間スピーチを書く機会を意図的に設け、文章

の構成要素について理解を深められるようにする。 

・他者を認めあえる学習活動（自分の意見が聞いてもらえる

状況）意図的に設ける。 

・満点がとれるまで漢字の再テストを繰り返し行わせる学習

を継続してきた結果、定着率が上がってきた。 

・スピーチの活動を行ってきた結果、「総合的な学習の時間」

における発表も簡潔にまとめた原稿を書くと共に、正しい口

形、姿勢で発表できるようになってきた。 

・相手の意見を聞いて自分のこととして捉えられている児童

が満足のいくように増えてはいない。引き続き指導を継続し

ていく。 

・宿区学力定着度調査の結果、全国平均を１０イント以上、活用問題でも

１０ポイント以上上回り、学力の向上が見られる。 

・再テストを繰り返し行うことで漢字の定着率が上がり字形も整った。 

・スピーチ活動では、姿勢や口の形はもちろん、他者の視線を意識してい

る児童が増えた。 

・短作文やスピーチ原稿を継続して書かせることで構成要素について理解

を深められるようになった。 

・相手の意見を聞いて自分のこととして捉える児童はまだまだ増えていな

いので、今後はグループでの活動を効果的に増やし、個別指導を行ってい

く必要がある。 

算数 

調 四則混合の計算においてケアレスミスが多い傾向があり、

特にわり算（あまりの処理）については理解について伸び

しろがあるといえる。 

調 全体的に全国平均を上回り、基礎的な学力は身に付いてい

ると言える。 

学 学んだ知識を活用したり、応用したりしようとする児童に

差がみられる。 

・落ち着いて計算問題に取り組むこと。 

・わり算におけるあまりの処理の仕方。 

・実生活において学習したことを生かすこと。 

・ケアレスミスをしないように落ち着いて取り組むように声

掛けや机間指導を行い粘り強く指導する。 

・文章題におけるわり算（あまりの処理）の立式～答えに至

るまで思考の流れを整理した板書を心掛け、丁寧に指導す

る。 

・既習事項を日常生活のあらゆる場面で生かせることを機会

を見て提示し、他の教科の学習において実際に活用させる。 

・引き続き指導を継続していく。 

・板書の工夫を継続してきたことで、児童がノートを活用し

ての思考整理がスムーズに行えるようになってきた。 

・他教科における既習事項の活用については、その都度児童

に活用方法を継続して投げかけていく。 

・ケアレスミスについては落ち着いて取り組むように年間を通して指導し

た結果、定期テストにおいては点数の向上が見られた。学力調査において

も、全国平均を１０ポイント以上上回り、定着も見られる。今後も継続し

た指導が必要である。 

・他者に自分の考えを伝える際には効果的にノートを活用し伝えることが

できるようになった。 

・他教科における既習事項の活用については今後も個別指導を通して指導

していく必要がある。 

６ 国語 

学 自分の思いや登場人物の気持ちなどを書く力が弱い。 

学 漢字を正確に習得している児童と、そうではない児童の二

極化が見られる。 

調 全体的に全国平均を上回り、基礎的な学力は身に付いてい

ると言える。 

調 ５観点を比べると書く力の正答率が低い傾向にある。 

・人の話に興味をもち、落ち着いて最後まで話を聞くこ

と。 

・要旨を捉えて文章を読み深めること。 

・自分の思いや登場人物の気持ちを書くこと。 

・漢字を正しく習得すること。 

・様々な場面で「書く」活動を取り入れ、書くことに慣れる

ようにする。ポイントを伝え、何についてどのように書く

のか明確にする。 

・漢字を丁寧に指導する 

・年間を通した「書く」活動を計画的に行うことで「書く」

ことに抵抗があった児童も書きたい内容について書くことが

できる児童が増えてきた。 

・漢字を雑に書いてしまう児童がまだいるので、引き続き書

き順なども意識して正しく書くことを継続して指導する。 

・「書く」活動に力を入れることで、何をどんな組み立

てで書くか、構成を練りながら書くことができる児童

が増えた。 

・漢字を雑に書いてしまう児童はまだいるが、声かけ

を続けることで、丁寧に書くことを意識できるように

なってきた。定期的に漢字テストを行い、直しまで徹

底することで、漢字を正しく身に付ける児童が増えた。

しかし、個人差が見られ、学力テストの「漢字を書く」

項目を見ると、苦手とする児童も多くいることが分か

った。継続していく必要がある。 



算数 

学 垂直な線を描く、直線で結ぶことを始めとし、全体的に作

図に課題がある。 

学 四則計算は大体理解しているようだが、小数や分数の計算

になるとケアレスミスが目立つ。 

調 全体的に全国平均を上回り、基礎的な学力は身に付いてい

ると言える。 

調 算数に関する関心・意欲・態度の観点が低い傾向にある。 

・算数の関心、意欲が低いこと。 

・計算のケアレスミスが多いこと。 

・定規を使って丁寧に直線を引いたり、垂直な線の書き

方を理解し、作図に生かしたりすること。 

・児童の理解度を把握し、授業内容を充実させる。 

・図形の描き方を全体で理解して作図し、繰り返して練習し

ていく。 

・復習を取り入れながら、苦手な計算で再確認する時間を設

けていく。 

 

・習熟度別コースの中で児童に合った指導内容を充実させる

ことで、概ね基礎基本を身に付けさせることができた。 

・授業の中で既習事項を振り返る活動を入れることで新しい

単元で既習を生かすことができてきた。応用問題についても

既習事項を生かし問題を解けるよう指導していく。 

・「しっかりコース」を少人数に設定することで、繰り

返し問題に取り組ませることで、基礎基本を身に付けさせることができ

た。また、途中式を丁寧に書く子も増え、ケアレスミスが減った。四則計

算の正答率も上がった。 

・繰り返し練習に取り組ませることで、定規を使って正しくグラフを描い

たり、作図したりできる子も増えた。 

・学び合いを通して応用問題にもチャレンジする姿が見られるようになっ

てきた。 

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、表現することに自信がもてない児童もいる。 

学 友達のよさを認め合う児童が多いが、上手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。関われることを探して、個別の課題を出す。 

・表現することに自信がもてるような活動を取り入れる。 

・他者を認め合える活動を取り入れる。 

・児童が落ち着いて学習に取り組めるように学習環境を整え

る。 

・表現することを見合ったり聴き合ったりすることで、お互

いに良さを認め合うことができるようになった。 

・担任と連携を取りながら、今後も声かけや課題に工夫をし

ていく。また、引き続き自分なりの対処の仕方も考えさせて

いく。 

・表現する活動を多く取り入れ、友達同士、クラス同

士で見合ったり聴き合ったりする活動をすることで

自信をもって発表する児童が増えてきた。 

・配慮が必要な児童には、引き続き個別の対応や指導

を取り入れて学習に少しでも取り組み学習できた。 

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。 

・活動を楽しむことはできている。しかし自分で何を表現し

ていこうか主題を見つけるのが難しい児童もいる。自分なり

の表したい主題を見つけられるような手だてを今後も講じて

いく。 

・造形的な活動を楽しむことはできた。しかし自分な

りの主題を見つけることが難しい児童もいた。自分な

りの表したい主題を見つけられるような導入や材料提

示を行ったが、十分ではなかった。さらに児童の意欲

を高められるような手だてを今後も講じていく必要が

ある。 

特
支 

 

   

 

     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。   


