
■ 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、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 

 

環境づくり 
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。 

ＩＣＴを効果的に活用するなどして、児童が授業に

意欲的に取り組む様子が見られる。 

 

■ 学年の取組み内容 

２ 

国語 

学 情景や心情を読み取ることはできている。 

学 集中して話を聞き、内容を正確に理解することが難しい児

童もいる。 

学 漢字や文字の表記を正確に身に付いていない 

・個々の読み取りをさらに深めていく力を養う。 

・友達の話を聞く力に課題が見られる。 

 

・自分で書いた文字を読み直す力を付ける。 

・一人一人の読み取りを広げて、共有していく。 

・聞くときの姿勢や準備を整えて、話を聞くことに集中させ

る。 

・音読を重視し、文章を読むことに慣れさせることで、正確な

記述ができるようにする。 

・読み取りの力を一層高めるために、ワークシート等を工夫

して、心情をとらえられるようにする。 

・話の聞き方や聞くときのポイントを示した「話の聞き方名 

人」を掲示して、意識付けを行う。 

・週末日記など日常的に文章を書く機会を設定する。 

 

算数 

学 基礎的な計算は身に付いている。 

学 文章問題も読み取り、適切に立式できている。 

学 理解する力に個人差が出てきている。 

・集中して計算する力を付ける。 

・立式の根拠を説明する力を付ける。 

・個々の理解の状態を把握した上で、互いに学び合う力

の育成を図る。 

・ケアレスミスをしないように、見直しの時間を設定する。 

・互いの考えを発表し合う場を設定し、考え方を共有する。 

・ＩＣＴ活用などなど指導方法を工夫して、誰にでもわかる

授業を展開する。 

・たしかめ算の学習を日常的に生かして、自分の計算を見直 

す習慣付けをする。 

・個人差が開きつつあるため、算数少人数制を活用して個に 

応じた指導を展開し一人一人の理解を確実にする。 

 

３ 

国語 

学 読書に対する関心が高い。 

学 漢字を正しく丁寧に書くことが習慣付けられている。 

学 話の聞き方に課題が見られる。 

調 「読む」の力が少し低い。 

・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。 

・大事なことを落とさないように聞き取ることが苦手

な児童が多い。 

・場面や登場人物の気持ちを読み取ることに課題が見

られる。 

・対話する、話合う機会を国語の学習以外でも多く設け、慣れ

させる。 

・話すとき、聞くときの約束を決め、その徹底を図る。 

・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。 

・大切な所に線を引き、読み深められるようにする。 

・話し合う機会を他教科でも積極的に用いて、継続的に行う 

ようにしている。 

・授業に適した「話す言葉」にも気を付けられるようにして 

いる。 

・今後も、話の聞き方、聞くポイントを示し、指導を行って 

いく。 

・教科書を使用する時は、めあてを伝え、大切なことを読み 

落とさないように意識させている。 

 

算数 

学 基本的な計算力が身に付いている。 

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。 

調長さ・かさの単位関係の正答率が低い。 

・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。 

・活用問題になると、あきらめてしまい、自分で考えよ

うとしない児童もいる。 

 

・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。 

・ノート指導を徹底し、今まで学習したことをノートなどで

振り返らせることができるようにする。既習を生かして活用

問題に取り組めるようにしていく。 

・自分の考えを整理してノートにまとめることができるよう 

になってきた。 

・今後も、発表の際には、既習を生かした言葉を使い、説明 

できるよう、言葉掛けを行っていく。 

 

 

４ 

国語 

学 叙述に即して内容を読み取ろうとしている。 

学 相手の考えを理解して話を聞こうという姿勢が身に付いて

いない。 

調 「書く」の正答率が低い。 

・友達の考えと比較し、自分の考えを深めるために聞く

力を身に付ける。 

・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。 

・友達の考えの聞き方を継続して指導していく。 

・友達の考えを聞く機会を意図的に授業で多く設ける。 

・短作文を書く機会を意図的に設ける。 

・宿題などを活用して作文に慣れ親しませる。 

・友達の話を共感的に聞こうという姿勢は身に付いてきてい 

る。友達の考えを聞く機会を多く設け、聞く技能の指導を継 

続していく。 

・書き出しの工夫など、作文の技能を指導していく。 

 

算数 

学 答えを出すことに重きを置き、自分の考えを筋道立てて分

かりやすく表現（特に書く）することができない。 

学 ケアレスミスが多い。 

調 「数の相対的な大きさについての理解」の正答率が低い傾

向が見られた。 

・自分の考えを分かりやすく適切に書けるようにする。 

・常に自分の考えを見直すよう指導する。 

・１００００より大きい数について重点的に指導を行

う必要がある。 

・適切に書けているノートなどを提示し、児童に意識させる。 

・分かりやすいということ（図に表す、簡潔に書く、式に表

す）を丁寧に指導していく。 

・自分の考え、答えを見直す姿勢を身に付けさせる。 

・数の構成について位取り板などを活用して指導する。 

・児童が多様な表現方法で考えを表そうと意識が高まった。 

友達に自分の考えを伝えるという観点をもって、自分の表現 

を振り返る時間を設けたい。 

・自分の考え、答えの振り返りについては継続して指導が必 

要である。 

 

５ 国語 

調 知識・技能面は良好だが、「書くこと」の正答率が低い傾向

が見られた。 

学 漢字の読み書きが定着している児童が多い。 

・目的や必要に応じて文章を書くこと。 

・内容を理解して既存の文章に書き加えること。 

・目的意識や相手意識をもたせて、短作文を書く機会を意図

的に設ける。 

・目的意識や相手意識をもたせて、段落構成を考え文章を書

く機会を多くもつ。 

・提案書を書く学習活動では、目的意識や相手意識を明確に 

して、説得力のある文章を目指して取り組むことができた。  

・書く活動を行う際には、引き続き目的意識や相手意識を明 

確にするよう指導する。 

 

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） 

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言

葉を掛ける。 

    

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。 

・具体物を使って、自分の考えを整理させる。  

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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算数 

調 「億と兆・概数の表し方」の正答率が低い傾向が見られた。 

調 「面積」における数学的な考え方の正答率が低い傾向が見

られた。 

学 基礎的な計算などが定着している児童が多い。 

・大きな数の命数法を記数法に変換すること。 

・概数の表し方。 

・題意を理解して、問題解決の仕方を考えること。 

・千や万の命数法から記数法に変換することから始めて、段

階を踏んで億と兆の変換を学習させるようにする。 

・問題から解決のために必要なことを整理して、思考の流れ

を板書するなど視覚的に示した指導を行う。 

・今後も、前学年の学習内容を復習する際には、大きな数の 

記数法の定着を図るようにしていく。 

・問題解決のために必要な時間を習熟度に応じて設定した教 

え合う時間を設けたりする。 

 

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。 

・活用場面における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。 

 

算数 

学図形の作図に課題が見られる。 

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。 

・四則計算などはできるが、立式の根拠を説明すること

が苦手である。 

・単位換算が苦手である。 

・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。 

・朝学習の時間や宿題を活用して、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。定 

着度を上げられるような課題を今後は出していく。 

・児童は、自分の考えを説明することができる児童は増えて 

いるが、まだ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。 

 

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。 

・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。 

・配慮が必要な児童には、担任と連携を取りながら少しでも

学習に参加できるような環境を作る。 

・発表した後に褒めたり、良かったと称賛し合ったりするこ

とで自信がもてるようになった児童が増えてきた。 

・配慮が必要な児童には個別の声掛けをしたり、担任と連携

をとり進めたりしている。 

 

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。 

・材料や活動の魅力や導入の工夫で児童の主体的に取り組む

意欲を高められてきている。さらに意欲が学力につながるよ

うに計画をしていく。 

 

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。   


