
■ 学校の共通目標 

授業作り 重 

点 

・毎時間の「ねらい」の提示と１時間を見通した「板書」をもとに、基礎・

基本の定着と、「生きてはたらく言葉の力」を身に付ける。 
中
間
評
価 

・国語の学習を中心に、研究授業をもとにした『言

葉の力』に関する掲示・表現等が増えてきている。 
最
終
評
価 

ねらいの提示や板書の工夫を日々の授業で重ね、「生きてはたら

く言葉の力」の基礎的な部分は身に付き始めている。 

環境作り 
・140 周年に向けて、教室や廊下の掲示を工夫（毎月変えるものとそうで

ないもの等）し、落ち着いて学習に取り組める雰囲気づくりに配慮する。 

・音楽会や 140 周年の式典に向けて、教室や廊下の

掲示を工夫し、落ち着いた環境作りができつつある。 

掲示物に関して、児童の表現力もついてきた。自分の思いを伝

えようとしたり、表現しようとしたりしている。 

■ 学年の取組内容 

２ 

国語 

学ペア学習を中心とした学習をし、自分の思いや考えを伝えら

れるようになった。また、学習の振り返りをすることによって、

積極的に挙手して発言しようとする姿が見られた。 

原稿なしでも１年生なりに自分でかんがえ伝えられる姿が見ら

れた。書くことに関しては、視写を取り入れることで文の決ま

りや「は、を、へ」の定着を図った。 

読むことは、人物の行動は読み取ることができるが、感情を読

み取ることは難しい。しかし、説明文は、理解ができる子が多

い。 

学音読に関しては、繰り返し練習が必要である。また、

自分の思ったことや感じたことを交流させる活動では、

発言できる児童が限られている。そのため、語彙を増や

していく必要がある。 

 また、経験不足からか、語彙力や表現力が乏しい児童

が目立つ。また、日本語教室に通っていない児童でも助

詞の間違い（「は」と「わ」、「へ」と「え」）がまだある。 

宿題等で毎日音読をする機会を設ける。新出漢字や文作り等、

音読をしてから取り組むようにしている。 

ペア活動やクラス全員の前での発言やスピーチの回数を増や

し、また友達の良い所や自分と違った意見から学ばせる機会

も設ける。 

 

文章を「書く」力は身に付いてきていて、文章量が増えてき

たり、事柄の順序を考えて書いたりできるようになってき

た。「話す」ことに関しても、全体での発表の機会を増やし

たので、臆することなく発表できる児童が増えてきた。しか

し、聞き手に分かりやすい声の大きさや言葉遣いを実践でき

ていない児童もいるので、引き続き意識させていく。 

調話を聞き取る、漢字の読み書き、文章を書く力は、

目標値を超えていた。みんなの前で発表をすることが

苦手だった児童が多かったため、発表の場を増やした

が話したいことを順序立てて整理して話すことが課題

であるため、作り方を説明する力は、目標値に到達し

ていない。どの領域に関しても、区の平均に達してい

ない。 

学「書く」活動を積極的に取り入れ、他教科とも関連

させて、文章を書くことを取り組んできた。順序立て

て文章を書くことや説明をすることが課題である。伝

えたいことを整理する活動は、引き続き指導していく。

新出漢字を読むことや書くことはよくできる。学級全

体で本をたくさん読む児童が多く、「読む」力も付いて

きている。登場人物のしたことや気持ち等の読み取り

もよくできるようになった。 

算数 

繰り上がりのあるたし算や繰り下がりのあるひき算は、全員が

理解している。しかし、時間が立つとやり方を忘れるので、毎日

の宿題で定着を図っている。文章題は、絵や具体物があると日

本語教室の児童や文章題が苦手な児童が理解できる。時計や長

さ、順番などは、忘れないように宿題や朝のベーシックタイム

で復習をしている。学習の後半は、個別に対応する時間を確保

している。保護者とも連絡をとり、宿題を一緒にしてもらうよ

うに協力してもらっている。 

学文章題が苦手である。立式する以前の日本語教室に

通っている児童には非常に難関である。また、答えに単

位をつけていなかったり、問題を飛ばしてしまい無回答

になってしまったりすることがある。 

文章をよく読み、問われていることをしっかり理解できるよ

う具体物等を使ってイメージできるようにする。毎週行われ

ているベーシックドリルや宿題、授業の復習などで、苦手な

分野に関しての反復練習を行う。 

たし算、引き算は繰り返しの学習の成果もあり、力が付いて

きている。文章題になると躓きやすくなるので、具体物を活

用したり、繰り返し類題を解かせたりして理解を深めた。か

け算の学習に入ったので、丁寧に進めていき、しっかり定着

させたい。 

調かけ算やひき算の計算は、目標値に近づいている。

どの領域も区の平均に到達していない。その中でも、

数学的な考え方や既習内容を活用する力は、課題であ

る。 

学学習意欲が高く、繰り返しの学習や教え合いなどで

学力が向上した。絵や具体物がないと文章題の意味が

分からずに立式や答えが分からない児童がいるが、個

別に対応して指導を続けた。 

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 

学前向きに学習をしている。ひらがな、カタカナはほぼ終わり、

漢字学習に意欲を示している。昔話の劇化に好んで取り組み、

楽しく遊びながら演じた。拾い読みをする児童が、わずかなが

らいる。 

学挿絵や文章から状況を想像したり、登場人物の心の

動きを追ったりすることが困難な児童が少なくない。

文章表現では、「は」「へ」「を」や促音の表記が定着し

ていない。 

日々、音読指導を行う。文と文との関係づけや、行間を意識し

て読み取らせる。機会あるごとに、簡単な文章を書き、正しい

表記を定着させる。 

学漢字は、８割の児童が定着している。音読は、多くの児童が初見ですらすらできるようになってきた。一方で、未だ

拾い読みをしている児童もいる。文章表現では、「は」「へ」「を」や促音、片仮名の表記が定着していない児童もおり、

全体的に二極化している。「話す」は、相手に伝わるように話せることには課題がある。「聞く」は、大切なことを落と

さずに聞けるように引き続き指導が必要である。また、文章の読み取りについては、登場人物の気持ちになって読み取

れることが多くなってきた。 

算数 

学繰り上がりのないたしざん、ひきざんは、多くの児童がブロ

ックなどの具体物を使わずに計算できるようになってきた。繰

り上がりのある計算については、具体物が必要な児童が多い。

日本語学級の児童でなくても、文章問題を読み取ることが難し

い。 

学数量感覚に課題がある。文章問題を自分で読んで立

式できなかったり、答えに単位をつけなかったりする

ことが課題である。 

毎日、短時間で計算テストを実施している。具体物が必要な

場合は、ブロックをその都度使用させる。隙間時間には、計算

カードの活用をしている。毎日、計算プリントの宿題を出し

ている。キーワードとなる文章に着目させて、問われている

ことは何かをその都度確認する。「あわせて」など、文章題に

よく使われることばを教室に掲示させて意識させる。 

学計算は、計算ピラミッドや計算カードの効果で、ほとんどの児童が具体物なしでできるようになった。文章問題は、

加減どちらを使うか、何を求めているか等を理解できるようになってきた。しかし、児童によっては日本語の文章を読

み取る力が十分ではないので、文章を読み取ることに課題である。引き続き、具体的等を使ってイメージできるような

指導が必要である。 

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（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】                                              新宿区立大久保小学校 （様式 1） 



３ 

国語 

学全体的に、書くときに『はじめ・中・終わり』を意識できるようになったと感じる。

しかし習熟に差があり、書けない児童には個別に指導が必要であ

る。調学力テストの結果からは、「話す・聞く」「書く」「読む」

の学習に課題が見られる。特に読み取りを苦手とする児童が多

数みられるため、読書や国語科の読解にもっと力を入れる必要

がある。 

学自分の考えや思いを発表できない児童が多い。言語

の不自由の問題もあるが、きちんと課題に対して思考を

することに慣れていないと感じる。そのため問題文の内

容把握が難しいことが多い。句読点の使い方や促音、拗

音を正しく書くことに課題が見られる児童がいる。 

既習の内容から類推できるような発問をしたり、課題に対し

て興味をもって取り組むことができるよう、活動的な学習を

多く取り入れたりして、発問の工夫や、意欲面での触発を行

う。授業の内容を理解しやすいように、教材や教具に映像、画

像を用いて、思考の助けになるように授業を構成する。適宜

個別指導の時間を設けて、言語面でのサポートをする。 

２学期より、第３学年ですでに学習した漢字を用いた熟語の

書き取りを毎日１問ずつ行い、漢字の定着と語彙を充実させ

る取り組みを行っている。また、物語文や説明文の読解で

は、話し合い活動の時間や友達のノートを見る時間を設定

し、自分の考え方と比べて共通点や相違点を探し、読みを深

める取り組みを行うことで、思考の深化を図っている。 

調「物語の内容を読み取る」「説明文の内容を読み取る」

目標値に近く、年度当初と比べて「読む」能力は向上し

ている。 

学作文については二極化が進んでおり、教師の補助が

ないと文章構成を考えることが難しい児童が多い。現

在は教科書の書き写しや友達の工夫を取り上げて模倣

することからはじめ、少しずつ自分で考えた文章を足

していくよう指導しているので、今後も継続する。ま

た漢字の読み書きについても、3学年のまとめとして繰

り返し確認を行っている。 

算数 

学繰り返しの学習や教え合いなどで九九の定着率や学力が向上

した部分も大きいが、単位の変換や時間の問題に課題が残る。

調学力テストの結果からは、問題文から図に表し、立式するこ

とに課題が見られた。 

学九九が定着していない児童がまだ見られる。また計

算問題においては、問題文を読んで立式をすることに課

題が見られる児童が多い。また日本語が理解できず、課

題把握に時間がかかったり、取り組めなかったりする児

童がいる。 

既習事項についてその都度復習し、定着を図る必要がある。

また少人数指導を軸として、個別に指導をする機会を設ける。

計算ドリルやプリントを用いて、繰り返し類題に取り組ませ

ることで、数学的な考え方や、計算方法およびその手順の定

着を図る。 

九九については９割以上の児童が定着できている。少人数指

導を軸として、テストの平均点も８割以上と成果が出ている

ので、今後も習熟度別に課題を設定し、反復して類題に取り

組ませ、数学的な考え方や計算方法の定着を目指す。日本語

国際学級に所属する児童については、文章問題などで個別に

口頭での説明や言葉の置き換えなどの支援をする。 

調正答率は目標値に対して 5.3 ポイント下回ってい

る。内容別では「時刻と時間」に特に大きく課題が見ら

れる。 

学既習事項が定着しておらず、内容の理解が難しい児

童が数名いる。少人数指導の中でも特に配慮が必要に

なるため、来年度でも引き継いでいく。「時刻と時間」

については、短針と長針を頭の中で同時に動かしてい

くことが難しい児童が多いため、具体物を見せながら

再度確認をする必要がある。また応用問題、活用問題

については、やはり文章を読んで内容を理解すること

に課題が見られる為、国語をはじめとして他教科とも

関連させながら、読解力の向上を図る取り組みが必要

である。九九については、年間を通して指導し続けた

結果、児童の定着に実感をもてた。 

４ 

国語 

調前年度の学力調査で目標値に達していない児童は約６１％、

正答率３０％に達していない児童は約１９％、全体的にどの領

域においても学力が定着していない児童が多い。観点別では、

特に、関心・意欲・態度と書く力の習熟に問題がある。 

学授業においては、課題把握ができず、取り組めない児

童が多い。宿題もやり方が分からなかったり、丁寧に取

り組めなかったりする児童が多い。既習事項が定着して

いないため、復習しながら学習していく必要がある。 

さらに実態把握を充実させた上で、授業における意欲面での

触発や書くことに重点を置いた指導、日本語指導と連携しな

がらの指導をしていく。また、日常的にノート指導、作文、視

写等の活動を実施し、丁寧な指導を充実させていく。 

２学期から、第４学年の既習配当漢字と合わせて第３学年の

全配当漢字の定着を図るために、１０問ずつの漢字小テスト

を繰り返し行っている。また、子ども新聞を活用した読解力

向上への取り組みを授業と宿題を連動する形で開始した。今

後も、よりきめ細かい実態把握をした上で、個々に合った指

導を充実させていく。 

調「書く能力」が際立って低く、問題の内容別でも「漢

字を書く」「作文」に大きな課題がある。「話す・聞く能

力」は目標値を上回っている。 

学「話すこと・聞くこと」については、国語科を中心

に他領域・他教科でも意識して取り組んできたことか

ら、話し合いが質的に向上しており、ワークテストで

も結果が出ている。「書くこと」については、大きな課

題があり、二極化も進んでいることが、日常の漢字テ

ストやノート記述等から明らかである。特に、漢字の

書き取りと作文の能力向上に向けた取り組みを継続し

ていく。 

算数 

調前年度の学力調査で目標値に達していない児童は約４５％、

正答率３０％に達していない児童は約２３％、全体的にどの領

域においても学力が定着していない児童が多い。観点別では、

特に、関心・意欲・態度と数学的な考え方の習熟に問題がある。 

学授業においては、課題把握ができず、取り組めない児

童が多い。宿題もやり方が分からなかったり、丁寧に取

り組めなかったりする児童が多い。既習事項の基礎・基

本や四則計算でつまずいている児童もいる。 

さらに実態把握を充実させたうえで、授業における意欲面で

の触発や既習事項の復習、少人数指導を軸としながら指導を

していく。また、日常的に四則計算の反復練習や文章題に慣

れさせ、計画的にきめ細かい指導を充実させていく。 

２学期から、計算力の向上のために四則計算や計算の工夫の

確認ドリルに取り組んでいる。また、実態把握を行ったうえ

で、九九の定着を図るための個別指導を開始した。今後も、

よりきめ細かい実態把握をした上で、個々に合った指導を充

実させていく。 

調正答率は、目標値に対して 8.7ポイント下回ってい

て、どの領域も観点も大きな課題がある。 

学少人数指導の授業でも個別指導が難しいほど基礎・

基本が定着していない児童が複数いる。少人数指導や

教授法の見直しが必要である。また、調査で目標値に

達しなかった児童に関しては、過去の内容までさかの

ぼり、つまずきの箇所を見付け、系統的で計画的な指

導が必要である。 

５ 国語 

調説明文の内容読み取りに比べ、物語文の内容読み取りに課題

がある。 

学説明文においては、段落ごとに要点にまとめることに取り組

んできた結果、大事なところを落とさずに捉えられるようにな

ってきた。しかし、語彙力の少なさもあり、物語文を読んで登場

人物の気持ちや性格を読み取ることに課題がみられる。また、

相手や目的を意識して文章を書くことにも課題があり、今後も

書く指導に力を入れていく必要がある。 

学文章読解では、言葉のまとまりを意識しながら読み

取ることができていない。また、同音異義語の区別がま

だ甘いため、内容読み取りに困難を示す児童が多い。漢

字は、字形が整わず、一画一画を乱雑に書く児童が複数

名おり、日々の指導で丁寧に見ていく必要がある。 

一つ一つの言葉を大切にする。また、いつでも辞書を引ける

環境を用意し、分からない言葉があったら、調べるように促

す。スモールステップの指導を心掛け、理解が不十分な児童

には個別対応をする。 

言語事項に関する単元では、実際の活用場面のイメージ化を

させることにより、実生活において活用できるようにさせる。 

話す聞く・書く・言語・読むの正答率が都平均と比較して、

それぞれで下回っている。特に話す聞くに関しては、約 15％

都平均を下回っている。言語事項は、比較的できている。

（【児童・生徒の学力向上を図るための調査】より） 

辞書引きなど、引き続き言葉に着目させながら、語彙を増や

すようにさせる。文章を読むことに苦手意識を感じており、

中には拒絶する児童がいる。文章の要点を見極めながら読む

力を身に付けさせる。 

調標準スコアと比較して、８ポイント下回っている。

課題であった「読むこと」の領域は、依然として課題で

あるものの、物語の読み取りは徐々に目標値に迫って

いる。 

学辞書引きの習慣が身に付いてきたため、言葉に興味

をもつ児童が増えた。漢字から意味を読み取り、推測

しながら読み、大体を理解することが今後の課題であ

る。引き続き、言葉の力の向上に注力する。 



算数 

調学力テストの結果から、ほぼ全ての項目において課題がみら

れるので、基礎・基本の定着が必要である。 

学一部の児童は問題に対して複数の解き方を考えることができ

るようになった。一方で、学年相応の力がついていない児童も

おり、クラスが二極化している。少人数で細かく対応していく

必要がある。 

学基礎学力の定着に課題がある。既習事項の基礎・基本

や四則演算に躓いている児童もいる。クラスが二極化し

ているため、少人数での対応が必要である。 

3展開の少人数指導を生かし、個別に指導する時間を設ける。

単元や授業の始めでは、前学年までの学習内容や前時の内容

を想起させ、学習の定着を図る。また、朝のベーシックタイム

を活用し、児童の学習状況の把握に努め、躓きのあるポイン

トを個別に確認する。 

知識・思考判断表現・技能の正答率が都平均と比較して、そ

れぞれ約 15％下回っている。（【児童・生徒の学力向上を図る

ための調査】より） 

既習学習が定着しづらく、新しい単元に入ると、前単元での

学習を忘れてしまう。常時活動として、毎日５問程度既習事

項の確認問題を出題し、定着を図る。 

調標準スコアにあと 0.1 ポイントまで迫ることができ

た。課題であった四則演算などの基礎基本を徹底する

ことで、着実に力をつけることができたと考える。 

学学習内容が定着せず忘れる傾向にあったが、確認問

題に毎日取り組んだ結果、学習の定着が見られた。復

習の大切さを児童に引き続き伝える。 

６ 

国語 

調学力テストの結果から、「書く」「言葉・漢字」の学習に課題

が見られる。習熟に差があり、書けない児童には個別に指導が

必要である。学「話す・聞く」力は、グループでの少人数での

話し合いの力はついた。全体の前で話すこともできるようにな

ったが、内容はまだ不十分な点があり、自分の考えをしっかり

と伝えきれていない。「聞く」力は、児童の興味・関心の高い内

容を提示することで高まりが見られた。 

学「書く」ことは、視写をすることや文章を書くことを

苦手にしている児童がいる。「漢字」は、くり返しの練

習を苦に感じている児童がいて、習熟に差がある。「話

す」力は、決められた内容を伝えることはできるが、自

分で考えて伝える力に個人差がある。 

難しい課題を提示すると意欲が低下してしまうので、スモー

ルステップを心がけ、「できた」喜びを味わわせる。理解が不

十分な児童には個別に指導する。児童の実態に合わせ、興味

が高まる単元計画を立て、教材・教具や板書、学習形態を工夫

する。自主的に学ぶ意欲を高めることで、学力の向上を図る。 

「話すこと・聞く」「書く」「読む」「言語」の正答率が都平

均と比較して、どれも下回っていた。特に「言語」に関して

は、約 27％下回っていた。（【平成３１年度４月実施全国学

力・学習状況調査】より） 

年度当初から取り組んでいる漢字の小テストや季節ごとの俳

句作り・短歌作りの取り組みなど、語彙を増やすための実践

を重ねていく。 

調標準スコアと比較して、8.4ポイント下回っている。

昨年度よりも 1.2 ポイント改善されているが、領域別

にみても、目標値を下回っている領域が多い。その中

でも４月学力調査の「言語」に関しては改善が見られ

た。 

学「話す」力は、グループでの話し合いや全体の前で

話すことなど、自分の考えを伝えられる児童が増えた。

「書く」力は、文集制作を通して自分の考えを書ける

ようになってきた。単元後のワークテストの結果は良

くなったが、学力調査からも分かるように、定着には

まだ課題が残る。 

算数 

調学力テストの結果から、「数と計算」「量と測定」「図形」の全

領域で課題がある。既習学習が定着するように繰り返しの学習

機会を多く設定する必要がある。学単元ごとの評価テストは、

３学期以降改善が見られた。少人数指導で個別に指導した結果

だと考えられる。 

学基礎学力の定着に課題がある。学習の積み重ねが不

十分なため、学習意欲が低く、自主的に学ぼうとする姿

勢が見られない。 

３展開の少人数指導を生かし、個別に指導する時間を設ける。

ベーシックタイムや授業中に既習学習の復習の時間を確保

し、理解が不十分な内容を補う。教材・教具や板書、学習形態

を工夫することで意欲を高め。学力の定着を図る。 

「量と測定」「数と計算」「数量関係」「図形」の正答率が都

平均と比較して、どれも下回っていた。特に「量と測定」に

関しては、約 30％下回っていた。（【平成３１年度４月実施全

国学力・学習状況調査】より） 

年度当初からクラスを３展開にして少人数で個別に指導して

いる成果もあり、昨年度よりもワークテストの平均値が大幅

に改善している。苦手な領域については、引き続き既習事項

を復習しながら定着を図る。 

調全体的には、昨年度から１．２ポイント下がったが、

個別にみると正答率が上がった児童が多数いた。しか

し、「面積」と「速さ」の問題で無回答が 42.1％もいた

ため、公式を用いた立式や類似問題を繰り返し練習す

るなどの取り組みを一層充実していく必要がある。 

学既習の単元については、時間が経過することでやり

方が分からなくなってしまう児童が少なくなかった。

特に、単位の変換や図形、速さなど児童の苦手意識の

強い単元は、繰り返し課題に取り組む必要がある。 

音
楽 

音楽を好んで楽しく活動する児童が多いが、歌唱においては日本語の歌詞

や意味の理解が難しい。器楽においては外国からの転入で経験不足、初め

て触れる等の児童が多い。子ども同士はごく自然に教え合いなどしながら

学習を進めている。休み時間なども自主的に活動している。 

学経験不足や学習進度の遅れがあったり、必要な学習

用具がそろわなかったりすることで、学習活動に課題が

生じる児童が多い。特に歌唱においては日本語の歌詞や

意味の理解が難しい児童が多い。 

基礎的・基本的なことは随時復習しながら授業を進めていく。

貸出し用の楽器をいくつか用意し、忘れた児童への対応をす

る。歌詞カードは全てひらがなで、言葉の意味も確認してい

く。イラストや写真なども用意する。休み時間などに教室や

音楽室で練習できるようにスケジュールや環境を整える。 

音楽会に向けて各自のパートも決まり、それぞれ個人練習を

しているので、音楽室の休み時間利用を学年ごとに設定し 

楽器を練習に開放している。教室練習用には CDを作製し配

布している。個人個人がめあてをもって取り組んでいる。 

歌唱については、担任の連携し、各クラスに配布した練習用

ＣＤとひらがな歌詞カードを使って取り組ませている。 

たくさんの子どもたちが、音楽会を経験した事で､「み

んなで演奏するといい音になるな」「友だちと合わせる

って楽しいな」と感じたり、達成感を味合わったりす

る事ができた。音楽会が終わっても、休み時間に音楽

室に来て友だちとリコーダーを合わせたり、教室で歌

いながら踊ったりする姿が見られる。歌詞を覚えたり、

理解したりするには時間がかかるので、普段からＣＤ、

ひらがな歌詞カードを活用していきたい。 

図
工 

学どの学年の子も意欲的に取り組んでいるが、作品に個性的な表現や自

分なりの工夫が足りない子もいる。 

学作品の構想を練る時に、発想が単純過ぎたり、イメー

ジを広げたりする力に課題がある。 

導入で、画集や参考作品を見せたり、制作の途中の言葉かけ

を工夫したりしてイメージを喚起させる。また、制作途中や

感性した作品の相互鑑賞の機会を増やす中で、友達の表現な

どを学ばせる。 

絵の具の使い方や糸のこの操作など、技能的な基礎・基本に

ついては、指導するにつれて力が身に付いてきている。個々

の児童に対し、担任と相談しながら指導・改善しているの

で、引き続き連携して対応していきたい。 

どの学年も、その学年に身に付けるべき技能が身に付

いてきた。また、８割程度の児童は、表現力が非常に豊

かで、１年間でたくさんの素晴らしい作品を作ること

ができた。来年度も、引き続き一人ひとり力を最大限

伸ばしていきたい。 

日
本
語 

年間を通して、児童が意欲的に学習に取り組むことができていた。また、

漢字や語彙の習熟状況にも個人差はあるが、高まりがみられるようになっ

てきた。一方で、日本語を使わない家庭が多く、経験からの定着があまり

見られないことが課題である。来年度も、児童に合った教材作り、学習意

欲の向上に向けた学習を行っていきたい。 

学忘れ物などはないが、なかなか積み重ねが見られな

い。また、入門、初期指導の児童が多く習熟の段階にば

らつきがある。 

教材研究を行い、児童が継続して学習に取り組めるような学

習形態をとっている。また、今年度は入門期の児童が多く、段

階に応じた指導が必要で教員間での情報共有も綿密に行って

いく。 

各々の課題点について、力が身に付くように指導を続けてい

る。特に、読解力・作文力については、さらに力を付けられ

るよう、支援を続けていく。 

年間を通して、児童が意欲的に学習に取り組むことが

できていた。また、漢字や語彙の習熟状況にも個人差

はあるが、高まりがみられるようになってきた。一方

で、家庭内言語が違うため、経験からの定着があまり

見られないことが課題である。来年度も、児童に合っ

た教材作り、学習意欲の向上に向けた学習を行ってい

きたい。 

     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。   


