
■ 学校の共通目標 

授業づくり 重 

点 

日常的な授業改善による確かな学力の定着と向上をはかる。 

・基礎、基本の徹底（読み・書き・計算は系統的に） 

・思考力、判断力、表現力の育成、言語活動と体験活動の充実、対話的・主体

的な深い学びを目指す。 

・指導と評価の一体化（年間指導計画と評価規準の改善） 

中
間
評
価 

基礎・基本の定着を図るため、習熟度別指導、チーム・

ティーチングといった指導形態の中でも、日常的に授

業改善をはかってきた。保護者アンケートの設問「先生

は分かりやすい授業を行っている」でも９０%以上が

評価しており、一定の成果は出ていると思われる。 

最
終
評
価 

12 月に行った保護者アンケート「先生はわかりやすい授業をし

ている」では、「そう思う」「少しそう思う」の肯定的評価が

90.3％、また同児童アンケート「授業は分かりやすい」でも

85.4％と高い評価を得た。授業改善の取組が奏功した結果だと

思っている。 

環境づくり 
学習規律の徹底をはかる。 

・態度、発言、話し合い、学習用具、机上整理など 

校内研究と関連付けて、学習規律も含めたユニバーサ

ルデザインを作り、統一化を進めている。 

今年度は、全教員が研究授業を行い、教室環境の改善と共通化（ユ

ニバーサルデザイン）を意識した授業を展開することができた。 

■ 学年の取組み内容 

２ 

国語 

学図書室で本を借りることや、読み聞かせを通して、楽

しんで読書する態度が育ってきている。 

学音読への意欲は高い。 

学カタカナや漢字の字形を正しく書くことが苦手であ

る。 

学話の大事なことを聞き取ることができない児童が多

い。 

学つながりのある文章を書くことに苦手意識をもつ児

童が多い。 

・字を丁寧に書いて、字形を正しく覚えることに

課題がある。 

・話の大事なことを聞き取ることに課題がある。 

・自分の思ったことや考えたことを文章にする

ことに課題がある。 

・新出漢字の学習やノートに書く時間を確保し、姿勢

や鉛筆の持ち方に気を付け、丁寧に書くようにしどう

する。 

・話す人の方を見て、話を最後まで集中して聞くよう、

繰り返し指導する。 

・日記指導を継続的に行い、書くことに対する苦手意

識を取り除くとともに、表現力を高める支援や指導を

行う。 

・授業時間中の文字は丁寧に書けるようになった児童

が増えた。一方で、宿題やテストになると、雑になっ

てしまう児童もいる。書き直しなどをさせ、定着する

よう指導を続ける。 

・話を最後まで聞ける児童が増えたが、内容理解には

まだ課題がある。大事な話は、繰り返したり聞き返し

たりして、確認をしていく。 

・文章を書くことは大好きな児童が増えてきた。しか

し、文章の構成を意識して書ける児童は少ないので、

引き続き指導を続ける。 

・物語文や説明文の読み取りは、おおむね定着し

てきた。 

・板書を丁寧にノートに写せるようになってき

た。 

・話を聞き取る力に課題がある。何を話したいの

か考えながら聞くよう、指導を続けた。 

・文章を書くことに課題がある。国語に限らず授

業の中で文章を書く機会を増やしたり、毎週末に

日記の宿題を出したりして、はじめ・中・おわり

を意識して書くよう、指導を続けた。 

算数 

学基本的な算数の理解や計算においては、概ねできてい

る。 

学計算に時間がかかる子や計算間違いなどのミスをす

る子が多い。 

・繰り上がりのある加法などを正確に計算する

ことに課題がある。 

・授業の中で算数ブロックなどの具体物を用いた操作

活動や、操作したことを言葉や図で表現する活動を取

り入れていく。 

・繰り上がりの数字をメモして計算するよう指導す

る。 

・思考の過程で、具体物を用いることで、考えを整理

することができた。理解の定着につながるよう、指導

を続ける。 

・早く計算しようとすることにより、計算ミスが多く

ある。九九の学習も始まったので、フラッシュカード

の活用をしていく。 

・九九については、フラッシュカードの活用や宿

題などの取り組みに意欲を示し、少しずつ定着し

てきている。 

・長さやかさに課題がある。日常生活と結びつけ

て、量感を養う必要がある。 

・問題や式の見間違いや計算間違い、文章を読み

取ることに課題がある。見直しの徹底や、題意理

解のためにアンダーラインを引くなどの指導を

続けた。 

３ 国語 

調「読むこと」の正答率は、平成２７年度より、全国平

均よりポイントが高かった。文体を問わず物語文、説明

文ともに上昇の様子が見られた。 

調「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」につ

いては、全国平均と大差はなかった。しかし、漢字の読

み書きはできるが、筆順がわかって正しく書字できてい

ない実態が分かった。 

学学習課題や家庭学習プリント、漢字の小テストやノー

トの字を見ると、学習した字を使っていない、筆順を正

しく書けない状況が見られる。 

・習得した漢字を、活用していない。 

・筆順を学習しても、正しく覚えていない。 

・習得した漢字をマスに形を整えて書くことが

できない児童が多い。 

・進出漢字を学習する際、筆順を何度も繰り返し指導

する。 

・国語辞典を活用し、多くの言語を習得できるように

する。 

・連絡帳や、学習ノートなどで習得漢字の積極的に活

用させる。 

・筆順については課題が残る。一度間違えて習得した

筆順は、改善に時間が掛かるため、児童が行う板書で

筆順を確認しあったり、家庭学習で課題のみられた漢

字について、もう一度全体で確かめたりするなど、継

続的な指導を行う。 

・学習の中で、教科書に出る言葉で知らないものにつ

いては関心をもって知ろうとする児童ができた。引き

続き新出漢字の学習時、熟語を紹介する際、意味や使

い方を提示したり、辞書を使って意味を確かめたりし

て、語彙力を高めていく。 

・進出漢字の習得については、小テストに向けて

努力しマスターしようとする姿が見られるよう

になった。しかし昨年度の倍以上に増えた新出漢

字に、読み替えの漢字もあり、授業や家庭学習で

は十分ではなく、粘り強く指導していく必要があ

る。 

・言語についての興味関心は高く、新しく知るこ

とへの喜びも持ち合わせている。しかし、その意

味について自ら調べたり、活用したりするまでに

は至らず、辞書を手元に置くなどして調べる環境

を作り、引き続き指導する必要がある。 

・話の内容を聞き取りメモにして活用すること

に課題がある。何について話しているか、その中

心は何かを瞬時に聞き取る集中力と簡単なメモ

にする力をつける必要がある。朝学習など短時間

でできる聞き取りトレーニングなどを活用して、

力をつけていく。 

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むことができる。 

学ひらがなは定着しているが、カタカナの定着が弱い。 

学てにをはの使い方に課題がある。 

・カタカナの定着。 

・てにをはの使い方の定着。 

・毎時間、カタカナの復習を行う。 

・書く指導を意識的に行い、添削をする。 

・カタカナの学習を継続して行った結果、8 割の児童が全てのカタカナを書けるようになった。残り 2 割

の児童は継続して指導を続けていくことが必要である。 

・書く指導を継続して行った結果、8 割の児童が正しい表記で書けるようになった。残り 2 割の児童は継

続して指導を続けていくことが必要である。 

算数 
学たしざん、ひきざんの計算間違いがある。 

学文章題の読み間違えがある。 

・計算間違い 

・文章題に慣れる。 

・計算練習を毎時間行う。 

・文章題を解く活動を多く行う。 

・計算練習を続継続して行った結果、8 割の児童がたし算、ひき算の計算問題を 9 割以上できるようにな

った。残り１割の児童は継続して指導を続けていくことが必要である。 

・文章問題を継続して解くことで、文章題の読み方、答え方が身に付いた。 

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） 
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算数 

調「数と計算」の領域は、平成２８年度では平成２７年

度を下回ったが、全国平均と比べると４ポイントほど上

回っていた。特に文章問題を解くために立式した乗法九

九を適用した式から，正しい答えを求めることについて

は、ポイントが高かった。 

調「量と測定」では、平成２７年度の同学年、平成２８

年度の区の平均より、下回る結果となった。身近にある

もののかさを推察して，適切な単位を使う設問に誤答が

多く見られた。 

学家庭学習の課題を見ると、四則計算のミスが目立ち、

落ち着いて取り組み、見直す習慣がついていない状況が

見られる。 

・かさや長さの単位を正しく使い分けることが

できない。 

・たし算やひき算の計算で、問題数が増えるとミ

スが目立つ。 

・かけ算九九については、全員が習得できている

わけではない。 

・日常生活で量感が身に着けられるように、他教科で

も積極的にかさや長さの単位を使う。 

・課題の問題数を少なくして集中力を高め、少しずつ

問題数を増やす。また、徹底的に間違いを直すよう指

導する。 

・九九については、朝学習などで習得させる。 

・長さについては、身近にあるものの量感は身に付い

てきている。かさについては学校給食の牛乳や、家庭

で購入する飲み物などは、おおよその量を予想するこ

とができるようになってきた。今後重さの量感を高め

られるように、具体物を用いながら指導していく。 

・四則計算で、かけ算はほぼ習得された。一方で、習

得して時間がたっている、繰り下がりや繰り上がりの

計算に間違いが目立ち始めている。朝学習や家庭学習

などでプリントを活用して、正確な計算を身に付けさ

せたい。 

・長さ・かさ・重さについて、量感はついてき

ている。しかし、複数ある単位のうち、例えば

長い長さの単位はｃｍなのかｍなのかを忘れて

しまうケースがある。保護者会で課題を伝え、

ご家庭でも身近なものの量を尋ねてもらうとい

った方法で、算数を日常生活に近付けるように

する。 

・家庭学習や繰り返しの学習で九九については

習得することができた。しかし、かけ算の筆算

で計算する順番を忘れてしまったり、繰り上が

りの処理を間違えたりして、習得に至っていな

い児童がいる。朝学習や家庭学習で繰り返し取

り組ませ、正確に計算する力を身に付けさせた

い。 

４ 

国語 

調 28 年度の区学力調査の結果からは、漢字の書き取

りについて、標準スコアを 0.1 ポイント下回った。他の

領域についてはすべて標準スコアを上回った。 

学 日々の様子から、文字を書くことは丁寧にできる

が、漢字の書き取りの弱さと表現力・語彙力の乏しさが

目立つ。また、文章の内容を正しく読み取る力の定着が

必要。 

・細かい部分（画の長さや数、とめ・はね等）に

気を付けて漢字を書くことに課題がある。 

・自分の考えを相手に分かりやすく伝えること

が難しい。 

・毎週、漢字テストを実施し、定着度を細目にはかる。 

・語彙力を伸ばすために、毎週金曜日の朝学習の時間

を読書の時間に設定し、「朝の 10 分間読書」を推進す

る。 

・毎週末に日記の宿題に取り組ませ、よい表現を取り

上げて賞賛したり、皆で共有したりしながら表現力を

高める。 

 

・漢字の 10問テストでは、8割弱の児童が平均して

毎回８割得点できるようになってきた。しかし、下位

層の児童は３～４割程度の得点に留まる。ＩＣＴ機器

を活用するなど、漢字の苦手な児童が楽しく意欲的に

漢字学習に取り組めるようにする。 

・語彙はあまり増えたように感じられない。読書だけ

でなく、類義語を集める活動にも取り組む。 

・日記を継続することにより、書く量が以前より２～

３文増えた児童が多い。書く内容については、引き続

き指導が必要である。教科書の教材文などから学んだ

表現を活用するようにさせる。 

・漢字の読みは定着しているが、書き取りについ

ては定着度が低い。無回答の場合も多く、漢字の

形と意味がイメージとして結びついていないと

考えられる。絵カードを示す、フラッシュカード

を用いるなどして視覚的にとらえられるように

する。 

・書く活動を継続してきたが、主に日記（生活文）

の取組であり、相手意識・目的意識をもって様々

な種類の文章を書く機会が少なかった。また、要

点を短くまとめて相手に分かりやすく伝える書

き方をする機会もあまりなかった。紹介文、意見

文などを書いたり、指定の文字数でまとめたりす

る活動を取り入れる。 

算数 

調 ２月に実施した 28 年度区学力調査の結果から、ど

の領域についてもおおむね標準スコアを上回っている。

「１００００より大きい数」のみ 1.9 ポイント下回った。 

学 日々の宿題等を見ると、計算はおおむねできるが、

計算ミスが多い。また、作図が正確にできていない。 

・乗法の筆算のアルゴリズムは理解しているが、

計算途中で補助数字を見間違えたり、位取りを誤

ったりすることによる計算ミスが見られる。 

・コンパスや分度器を使っての作図が正確にで

きない。 

・筆算に取り組むときは、位取りを意識するために、

マス目のある紙に書く。また、補助数字を書く習慣を

付け、計算後には検算をする。 

・作図については、実物投影機等で実際に作図を見せ

ながら用具の扱いについて正しく理解させ、繰り返し

練習を行わせる。 

・宿題で毎日計算問題に取り組ませ、学習内容を反復

しながら定着を図っている。しかし、特定の児童に計

算間違いが見られる。繰り上がりや繰り下がり、九九

についても復習する場を設ける。 

・作図については、手先の器用さに個人差があるが、

丁寧に取り組もうとしている児童が多い。定規や物差

しの扱いは上手になってきているが、コンパスなど普

段あまり使用しない道具については、うまく扱えな

い。コンパスを扱う機会を増やす。 

・四則計算については、家庭学習などの繰り返

しの学習でほぼ定着することができた。ただ、

時間がたつと忘れてしまう児童もいるので、新

単元前にその単元で扱う既習の内容を復習する

ことで新しい学習にスムーズに入れるように工

夫する。 

・億や兆などの大きい数の書き表し方や、数直

線上での読み取りが定着していない。位取り表

を用いる・一目盛の大きさを確かめるなどの手

立てを用いる。 

・コンパスを使って直方体や立方体の長さを調

べたり、直角三角形を使って面と面、辺と辺の関

係を調べたりすることで道具を適切に扱えるよ

うになった。 

 

５ 

国語 

調平成２８年度の区学力調査の結果では、基礎的な内容

の定着をはかる５観点すべてにおいて区の正答率を下

回る結果となっている。特に、話す・聞く能力で 8.2 ポ

イント、読む能力で 5.9 ポイント、書く能力で 5.7 ポイ

ント下回っている。 

学授業中は積極的に辞書を用いて、言葉の意味や漢字を

調べている。しかし、文字を丁寧に書く力は乏しい。 

・書く活動に対して、消極的な姿勢を見せる児童

が８割おり、その児童は具体的な文章力に欠けて

いる。 

・１年生からの既習漢字の復習が必要な児童が

５割ほどいる。また、９割ほどの児童が新出漢字

において、定着までに十分な繰り返しの学習が必

要である。 

・週に一度、家庭学習で日記を書くことや、単元ごと

に感想などを書かせる活動を行う。 

・毎日、家庭学習で音読に取り組ませる。 

・毎日、家庭学習で既習漢字の復習プリントに取り組

ませる。 

・国語の時間に限らず、ペアやグループ、全体など様々

なかたちで話し合い活動を行う。 

・既習漢字は、復習プリントで取り組んだ結果、８割

ほど確実な定着が見られるが、ノートや作文学習等で

日頃から既習漢字を積極的に使用する意欲に課題のあ

る児童が 3割ほどいる。 

・書く活動は、教科書の文例や友達の文章を参考にさ

せると、書いてみようとする姿勢が見られる。 

・話す活動は、グループやペアでは自分の考えを積極

的に伝え合うことができている。しかし、全体に対し

て個人の考えを話すことに関しては、まだ４割程度が

消極的である。 

・年度末に１～４年までの漢字確認テストを行

い、更なる定着を図った。漢字の形自体は覚えて

はいるが、細かな部分での間違いが課題として残

る 

・既習漢字の使用は、意欲はあっても人に聞くこ

とで解決しようとする児童がいるので、自分で辞

書を引いて使用させる習慣を身に付けさせたい。 

・書く活動は、要点を押さえることと、文章構成

を考えてから書くことに課題が残った。書く前に

中心となる部分をしっかりと押さえさせた上で

文章を書かせるよう指導する必要がある。 

・話す活動は、個人→小グループ→全体と段階を

追って意見を交換させると自主的に発表する児

童も増えてきたので、今後もそれを継続して行い

たい。また、時には指導者側の意図的な指名で発

表、自信につなげさせたい。 

算数 

調平成２８年度の区学力調査では、区の正答率を 0.1 ポ

イントだけ上回っている。しかし、知識・理解において

は 1.8 ポイント、基礎をはかる問題においては 0.2 ポイ

ント下回っている。 

学数と計算の学習には、意欲的に取り組んでいる。また、

どんな問題に対しても、自分の考えを積極的に表現しよ

うとする。 

・課題を終える速さはあるが、小さなミスや単位

忘れなどが目立つ児童が３割いる。 

・図形を立体的に想像することが困難な児童が

２割ほどいる。 

・毎時間の算数で１０マス計算に取り組ませ、基本的

な計算の正確さと速さを身に付けさせる。 

・毎日、家庭学習で既習事項の復習プリントに取り組

ませる。 

・ドリルの問題には、繰り返し取り組む時間を設ける。 

・毎回１０マス計算に取り組ませた結果、基本的な計

算力は正確さ、速さ共に確実に身に付いている。 

・４年次までの学習内容は、復習プリントを通して８

割ほどの児童が自力で解くことができているが、５年

次の学習内容は定着させるためにさらに復習が必要で

ある。今後は、家庭学習において５年次の内容を重点

的に復習させていく。 

・毎回１０マス計算に取り組んだことで、計算を

せずに、数字を見ただけで多くの児童が答えを出

せるようになった。 

・算数少人数の習熟度別の学習を活かして、得意

なグループには発展的な課題に取り組ませ、苦手

なグループには既習の学習から丁寧に学習に取

り組んだ。その結果、全体的に算数の力を底上げ

することができた。 



６ 

国語 

調領域別正答率を見るとどの領域も概ね目標値を上回

っている。 

調「書くこと」の正答率が他の領域より低く、目標値と

同じ水準となっている。特に「漢字を書く」の設問に

ついては平成 27 年度の標準スコアと比較して 3.6 ポ

イント下回る結果となった。 

・各教科のノートに既習の漢字を使用していな

い児童が 5割いる。 

・前学年までに習った漢字が定着していない児

童が 2割いる。 

・授業のノートづくりにおいて既習の漢字を使用する

ことを徹底させる。 

・家庭学習の習慣を定着させる。 

・漢字のドリル学習を取り入れる。 

 

・漢字ドリルを用いた家庭学習を、漢字ノートの使い

方を統一して取り組んでいる。 

・練習した上で、間違えの多い字や重要な語句につい

ては授業中にも取り上げている。 

・ミニテストを９月までに 15回実施したことにより、

漢字学習が定着し半数の児童が満点をとっている。 

・漢字学習が定着し、ミニテストでは２１人中１

８人の児童が満点を取る回もあった。 

・設問に対して文章中の根拠を抜き出すことに

ついては８割の児童が正答を導き出せるが、自分

の思いや考えを、根拠を基に適切に書くことがで

きる児童は５割を下回る。新宿区学力定着度調査

の結果からも文章を構成する力に課題があると

言える。 

算数 

調観点別正答率、領域別正答率ともにほとんどの項目に

ついて目標値を上回っている。 

調「図形」の正答率が他の領域より標準スコアで 1ポイ

ントほど低くなっている。しかし、平成 27年度の同領域

と比較すると標準スコアで 2.1ポイント上回る結果とな

っている。 

・「合同」をはじめ、「対応」「垂直」「平行」など

図形に関する語彙の本質的な理解ができてい

ない児童が 5割いる。 

・図形領域の指導においては、少人数の習熟度別指導

を生かし、課題に当てはまる児童については言葉の

意味の理解を深めることを行い、残りの 5 割の児童

については、適切な表現で図形についての説明がで

きたりや条件に沿った作図ができたりするようにし

ていく。 

・既習事項であっても、少人数クラスの実態に応じて

丁寧に扱うようにした。語彙力が向上したことによ

り既習の知識が結び付くようになり図形領域のテス

トの平均正答率はワークテストで 85％を超えてい

る。 

・適切かつ端的な説明ができるよう継続指導してい

く。 

・１単元に１回は自分の考えや問題の解説を行

うようにした、その結果、算数で扱う言葉を正し

く使えるようになり、学習したことが結びつくよ

うになってきた。 

・習熟度別クラスの上位クラスでは、中学校で扱

う内容やより発展的な課題に触れ、算数への関

心・意欲を高めることができた。 

・新宿区学力定着度調査の結果から、図形・対称

な形の領域が標準スコアを下回っていることが

分かる。習熟度別クラスを活用して、学習の定着

度が低い児童に対して用具の使い方等の指導を

していく。 

音
楽 

・各学年とも意欲をもって取り組む児童が多い。 

・個人差が大きく、苦手意識の強い児童は自ら取り組むことが難

しい。 

・知識理解の定着が難しい。 

音楽の基礎的な知識を身につけないと音楽の学

習が深まらない。知識をきちんと定着できる指導

の工夫が必要。 

プリントやＩＣＴを活用し、児童がわかりやすい授業

を工夫する。わかりにくい内容のものは児童の実態に

合わせスモールステップで指導するようにする。 

普段の学習の成果を発表する機会が多くなり、児童の

意欲も高まっている。よりよい演奏にするためにどう

するかを児童に考えさせていく。 

・ミニコンサートなど行うことで一年間のまと

めになった。異学年交流にもつながった。 

 

図
工 

図工科に限らず、一定の学習規律が確立しており、スムーズに授

業を行うことができる。全体的に造形活動への意欲も高く、児童

は楽しんで制作している。その一方で、手先の不器用さや苦手意

識から、造形活動そのものに抵抗感をもつ児童もいる。その傾向

は、特に工作よりも絵画に顕著である。 

苦手意識から、本来楽しいはずの造形活動を苦痛

に感じる児童が出始めるのも３年生の頃であり、

そうした児童も楽しく活動できるように授業改

善を行うことが課題である。 

苦手意識をなくすためには、できることを増やしてい

けばよい。そのためには、授業の中で、技能指導の時

間を十分に確保すること、個別指導を丁寧におこなう

ことが非常に大切である。 

・苦手意識をなくすため、机間指導を効率よく行い、

個別指導による技能力の向上を図ってきた。一定の

効果は出ていると思われる。引き続き、丁寧に指導

していく。 

・効率的な机間・個別指導を入念に行った結果、

児童のつまずきを減らし、活動への意欲を低下さ

せることなく、授業を進めることができた。 

特
支 

・新入生と転入生を除き、進級の喜びと自覚をもっている。反面、

うまくできない場面に遭遇すると自信を無くしてしまう児童もい

る。 

・個々の障害の特性、家庭環境の違いが大きいため、学習面・生

活面の定着に個別の配慮が必要である。 

・運動・感覚面での発達課題を持つ児童が多い。 

・自己表現が苦手なため、個別のかかわりを必要

している児童には、小集団でコミュニケーション

（対話力）を高める指導を充実させていくことは

課題である。 

・一人一人の発達課題を踏まえた個別の配慮を

行う必要がある。 

・粗大運動の大切さを保護者も巻き込んで日常

化させる必要がある。 

・言葉のみに依らないコミュニケーション力を「人や

物との対話」を軸に学習プロセスを立てていく。昨年

度から継続している「交流及び共同学習」の場面で意

図的に取り入れていく。 

・体育、リトミック、微細な手指操作を要する学習場

面では、感覚統合の視点で指導を展開する。 

 

・感覚面においては、9 月に作業療法士のアドバイス

を受け、目の使い方、手の使い方を日常生活の中でフ

ォローし改善させる学習を取り入れている。 

・学習面では、課題別小グループでの指導によ

り、個々の児童の学力に成長が見られる。ただ、

日常生活で生かされることは課題である。 

・粗大運動においては、繰り返し学習の成果が表

れている。高学年児童は、体力・持久力がつき水

泳や持久走といった克服的スポーツでの成長が

見られた。また、体幹を意識させた体操を取り入

れた成果も出ている。 

・コミュニケーション面では、情緒的に安定しな

い児童が多く、担任間で共通理解し一貫した対応

が取れるようにしている。 

     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。   


