
■ 学校の共通目標 

授業づくり 

重 

点 

問題解決学習の展開、児童による課題づくり、児童相互の学び合いを中心とし

た主体的・対話的で深い学びをつくる指導方法の在り方を探る。 

中
間
評
価 

校内研究と連携して全校で取り組んできたことで成果を上げるこ

とができた。今後は振り返りの観点をより明確に示し、継続的に

児童の理解度を把握し、次時の課題へつなげていく指導を推進す

る。 

最
終
評
価 

学力テストの結果では全体として良好であった。特

に高学年の活用問題ではたいへん良好な状況とな

り、児童による課題づくりや、児童相互の学び合い

を中心とした主体的・対話的で深い学びをめざして

取り組んできた成果が表れた。 

環境づくり 

全ての児童が主体的・対話的で深い学びを行うことができる学習基盤をつく

る。学習・生活ルールを統一し、全ての児童が安心して学習に臨めるようにす

る。 

「戸一スタンダード」の話し方・聞き方のルールを徹底したこと

や思考ツールの使い方を全教室に掲示したことで、全校で統一的

な学習基盤をつくることができた。 

全校で様々な思考ツールを掲示するなど、ねらいに

応じて児童が学習方法を選択したり、学習形態を工

夫したりできるよう取り組んできた。全児童、全教

員が、授業を支える基本的な学習規律「戸一スタン

ダード」に取り組むことができたが姿勢や家庭学習

支援などいくつかの項目では徹底が課題となった。 

■ 学年の取組み内容 

２ 

国語 

学思ったことや考えたことを、整理して話すことが十

分できているとは言えない。 

・例文を参考にして文章を書くことができている。書

きたい意欲はあるが、主語・述語が整ってなかった

り、促音等の使い方がまだ十分でなかったりする児

童が多い。 

・１年３学期から、読み書きのアセスメント指導（MIM）

を行っているが、身に付けている語彙はまだ少ない。 

・自分の思いや考えを整理して、相

手に分かりやすく、根拠をもって

相手に伝える力を身に付けるこ

と。 

・主語、述語を明確にし、相手に分

かりやすい文章を書く力を身に付

けること。 

・登場人物の気持ちや様子を、文章

の表現に沿って読み取る力を身に

付けること。 

・話すことを文章に書いて、自分の考えを整理して

話し合いや発表に臨む活動を取り入れる。 

・書く力の基礎を身に付けさせるために、マス目用

紙を使った視写を行い、文を書く形式を身に付け

られるようにする。 

・読み書きのアセスメント指導（MIM）や、言葉遊び、

名文などの音読や視写を行うことで、語彙を増や

し豊かにしていく。 

・結論を先に言った後、「なぜかというと…」と

理由 を述べたり、順を追って話したり書いた

りすることができるようになってきた。 

・「主語」「述語」を意識させ、文章のねじれが無

いか、書いたものを自分で読み直すことを促

し、習慣付けるようにしていく。  

 

・新宿区学力調査の結果では、全体としておおむね良い。 

・物語や説明文で、人物の気持ちや様子を読み取る力がつい

てきたことが調査からも確認できた。 

・基礎的な言語事項の習得に課題を残す。漢字を正しく読ん

だり、ふさわしい言葉を使ったり出来るようにするための

スキル学習が必要である。 

・文章を書く意欲は高まってきたが正しく豊かに表現する力

をつけていきたい。 

算数 

学 

・学習への意欲は高い児童が多い。 

・足し算・引き算の計算技術は身に付けている児童が

多い。しかし、長さやかさ、時間などの単元では理

解の差がある。 

・自分の考えを図や言葉で表現することには課題があ

る。 

・自力解決の場面において、自分の

考えを言葉や図を用いて分かりや

すくまとめたり、説明したりする

こと。 

 

・家庭学習や、朝学習等の時間を利用し、加減乗算

の技能を身に付けられるようにする。 

・様々な数量や時刻の理解を深めるために、自分の

生活に結び付くような体験活動を取り入れる。 

・加減の計算の力についてはだいぶ身に付いてき

た。確実に定着するように、計算、数量につい

て、定期的に反復学習を行っていく。 

・全体での発表だけでなくペアやグループなど

で、自分の考えを発表したり友達の考えを聞い

たりする活動を行う。 

 

・新宿区学力調査の結果では、全体としておおむね良い。 

・計算の力はある程度身について来たが、数量や時刻などの

知識理解が十分身についていないことが学力調査の結果に

も表れた。 

・図を使って自分の考えを説明することができるようになっ

てきた。 

学

年 
教科 学習状況の分析（10月） 課 題（10月） 改善のための取組み（10月） 最終評価（２月） 

１ 

国語 

学 

・平仮名は、ほとんどの児童が読むことができるよう

になったが、音読に差がある。 

・文章を書くことに慣れ、書くスピードも速くなって

きた。 

・漢字の学習が始まり、楽しんで学習しているが習得

状況に差がある。 

・話したいことをみんなの前で話せるようになってき

たが、聞くことに課題のある児童が多い。 

 

 

 

・音読は、すらすら読める児童がい

る一方、拾い読みをする児童もい

る。 

・書きたいことを、文章に書き表せ

るようになってきたが、「は」「を」

「へ」の使い方を始めとして、ま

だ誤字脱字が多い。 

・文の中での漢字の使い方が間違っ

ていたり、漢字を使わないでひら

がなで書いてしまったりする。書

ける漢字も、文字の形が、きちん

ととれない児童がいる。 

・話している人の方を向いて聞いた

り、話を最後まで聞いたりするこ

とができない。 

・音読は、家庭学習だけでなく、各教科で声に出し

て読む練習をする。 

・各教科の振り返りなど、文章を書く活動をなるべ

く毎時間行うようにする。また、学校行事等の体

験を文章に表わし、それを互いに読み合うことを

通して、適切な文章の表し方を身に付けられるよ

うにする。 

・家庭での漢字学習で文章を使って書く練習を必ず

取り入れる。また、書写の時間を通して、「とめ」

「おれ」「はね」「はらい」に気を付けて書けるよ

う指導する。 

・友達から学び、良いところを取り入れることがで

きるように、聞くときは全員発表者の方を向く等、

しっかりと聞く態度を指導する。 

・音読は、読めるようにはなってきている。登場人物の気もちを読み取って表現することもできている。一部、

流暢に読めない児童は、読解力に課題が残るので、引き続き指導が必要である。 

・自分が書きたいことを見つけて書くことができるようになった。誤字脱字の直しや、習った漢字を使うことを

徹底する必要がある。 

・漢字学習には意欲的で、「とめ」「はね」「はらい」に気を付けながら書くことができるようになってきた。偏

や旁を関連付けて覚えることで、定着してきている。 

・大勢の前で話すことに抵抗がなくなり、大きな声で話せるようになってきた。しかし、大事な点を落とさずに

話すにはまだ課題が残る。 

・担任の話や友達の発表を聞く態度は少しずつ身に付いてきた。今後は長時間集中して聞くことができるように

指導していくことが必要である。 

算数 

学 

・１０以内の加法や減法、繰り上がりのある加法につ

いては、大体の児童が理解できている。 

・既習の学習を生かして計算の方法を考えたり、説明

したりすることができるようになってきた児童もい

るが、課題のある児童もいる。 

・たし算、ひき算の意味をよく理解できていない児童

がいる。 

・かさくらべなどの学習では、生活経験の不足が見ら

れる。 

 

・計算は、ほとんどの児童ができる

が、速さに差がある。 

・計算の方法などを、操作や言葉な

どを用いて説明することを苦手と

している児童がまだ多い。 

・たし算、ひき算などの計算や文章

題はできるが、計算の意味をよく

理解していないため、問題作りの

できない児童が多い。 

・大きさの異なる容器に入れた水の

量の比べ方など、授業で体験して

も身に付いていない。 

・家庭学習も含めて、毎日ドリル練習を行う。 

・算数ブロックなどの半具体物を用いた操作活動や、

操作したことを言葉で表現する活動を授業で位置

付ける。半具体物やＩＣＴ機器等を利用し、児童

が自分の考えを発表する機会を設ける。 

・スモールステップで問題の意味を考えながら取り

組めるような学習をしていく。 

・体験活動を算数でも十分に行い、何度も繰り返す

ようにする。 

・家庭学習やドリル学習を毎日行ってきたため、計算は、早く正確にできるようになってきた。 

・文章題を理解して、図に表わすことができるようになってきた。 

・水のかさや長さ比べ、箱の形では、体験活動をより多く取り入れ、数量の感覚を身に付けることができた。 

・算数ブロックを使うことで、問題の意味をより具体的に考えることができるようになった。解決の方法がはっ

きりとするため、進んで問題解決に当たる姿が見られるようになった。 

・問題の中の大事な言葉を見つけることができるようになったことで、場面の様子が鮮明になり、足し算・引き

算の式を正しくたてられるようになった。 

・ICT機器等を利用し、児童がすすんで自分の考えを発表できるようになった。 

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】                                         新宿区立戸塚第一小学校 （様式 1） 



３ 

国語 

調全体の正答率は、目標値よりも高い値である。また、各領

域の正答率についても全てにおいて目標値を上回ってい

る。しかし、正答率分布を見ると、平均正答率を下回る児

童がある程度見られる。全体の底上げのためにも苦手とす

る児童へのフォローが必要である。 

学意欲的に学習に取り組む児童が多い。「読むこと」領域の

学習では、音読の仕方の工夫を進んで話し合ったり場面の

様子を読み取ったり場面が見られる。しかし、「書くこと」

や「話すこと、聞くこと」の学習において、主述のつなが

りの誤りが目立ったり、意見とその根拠が結び付かなかっ

たりする児童が多い傾向が見られる。 

・既習漢字や新出漢字の習熟。 

・大切な点や一番伝えようとしている点

を意識しながら集中して話を聞けず

に、要点を捉えられないこと。 

・文章を書く力の育成。 

（主述のつながりが誤った文章や意

見と根拠が結び付かない文章が多

い。） 

・定期的に漢字の習熟を確認する小テストを行う。また、

実施後は、誤答について練習をして、再度テストを行い、

自己の習熟度の高まりを実感できるようにする。 

・自分の考えと比べながら話を聞く力を育てるために、よ

り良い話の聞き方モデルを示すことが必要である。例え

ば、全校朝会での校長講話や友達のスピーチを聞いた際

に内容をメモする活動を行うなど、要点を捉えられるよ

うにする。また、話し手に対しても、意見と根拠を簡潔

に述べるためのより良い話し方モデルを示す。 

・主語と述語を明確にしたミニ作文に取り組んだり、推敲

指導に重点を置いたりして、自分の書いた文章を振り返

ることができるようにする。 

・漢字小テストと誤答の反復練習を行っている。再テ

ストを実施すると満点を取ることができ、児童の達

成感は高められている。しかし、問題文が変わると

誤答が増えるため、様々な例文を用いたテストも行

っていきたい。 

・国語科の「話す・聞く」単元で学んだことを他教科

での話合い活動の際にも生かせるよう振り返りを適

宜行っている。また、校長講話のメモや、テーマト

ークなど日常的な実践を重ね、聞く力を育てている。 

・推敲のポイントを児童とともに考え決めることで、

必然性をもって推敲に取り組めるようにしている。

また、推敲の段階で、児童同士で文章を読み合い、

感想を交流することで、「相手に伝わる文章作り」を

目的に取り組めるようにしている。 

・新宿区学力定着度調査の結果では、おおむね良好な状況である。 

・領域別に平均正答率を見ると、「話すこと・聞くこと」「読むこと」

「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」では、目標値を上

回っているため、学び合いをもとにした学習活動に一定の成果があ

ったと考えられる。一方で、「書くこと」については、目標値を少

し下回る結果となった。特に、漢字の読み書きと作文することに課

題が見られる。今後、更に習熟に関わる学習活動の時間を充実させ、

基礎基本の定着を図っていく必要がある。 

・正答率度数分布を見ると、下位層の底上げが課題であり、全体指導

の他、休み時間や放課後等を利用し、個に応じた指導の充実を図っ

ていく必要がある。 

算数 

調全体の正答率は、目標値よりも高い値である。また、「数

と計算」領域では同じく目標値を上回っている。しかし、

「量と測定」領域では、目標値を下回る結果が出た。特に

「長さやかさ」の内容が大きく下回っている。更に、正答

率分布を見ると、平均を下回る児童がおり、全体的に算数

への苦手意識が見られる。 

学算数の学習自体への参加意欲の高い児童の様子が見られ

る。「数と計算」領域については、得意とする児童が多いこ

とがワークテストからも分かるが、「量と測定」領域への苦

手意識の高い児童が多い傾向にあることが、日頃の発言や

量感を問うような場面から分かる。 

・量と測定の領域、特に長さや、かさに

関する領域。 

・かけ算九九や長さやかさの量感、単位

についての理解など、基礎・基本の習

熟。 

・量感を養うために、日頃から長さや、かさについての問

いかけを行っていく。 

・苦手意識のある単元では、既習事項の復習の時間を設け

たり、ドリル学習を行ったりして基礎基本の習熟を図る。 

・「「東京ベーシックドリル」」を活用し、自己の苦手とする

領域を児童自身が認識し、課題意識をもって、基礎・基

本の習熟のために学習を進めようとする態度を育てる。 

・日常的に用いる単位とそうでない単位があるため、

問い掛けの頻度も単位によって異なってしまう。小

テスト形式など、取り組んだ問題が形として残った

り振り返りを行ったりできるようにする。 

・苦手意識のある児童に対して、授業の導入時に、問

題練習に取り組む時間を作ったり、系統から見た前

段階の学習の復習を取り入れたりしている。 

・「東京ベーシック・ドリル」の診断結果を活用しなが

ら、苦手とする領域を自分自身で認識できるように

したい。また、「東京ベーシックドリル」に取り組む

頻度を増やしていく。 

・新宿区学力定着度調査の結果では、おおむね良好な状況である。 

・領域別に平均正答率を見ると、「数と計算」「量と測定」「図形」の

全ての領域で目標値を上回っているため、学習活動に一定の成果が

あったと考えられる。一方で、問題の内容別正答率を見ると、「た

し算・ひき算」について課題が見られる。繰り上がりと繰り下がり

の理解や処理に課題があると考えられる。東京ベーシックに取り組

む時間を活用して復習を行い、習熟を図っていきたい。 

・正答率度数分布を見ると、学力の分散傾向が見られ、下位層の底上

げと中間層の更なる習熟が課題である。繰り返し問題に取り組む時

間を確保し、基礎基本の定着を図りたい。 

４ 

国語 

調２８年度の学力テストでは、読解力について目標値を上回

ることができた。児童が学習テーマを立てることで、主体

的に学習に取り組めたことが要因と考えられる。漢字の書

き取りについては、目標値を上回ることができたものの、

３年生の配当漢字を読む力が目標値に到達していない児童

が目立つ。また、聞いた話の要旨を捉える力や、大切な情

報を読み取る力に課題のある児童が多い。 

学物語の読み取りに意欲的に取り組む児童が多い。一方で、

自分の考えをノートにまとめて表現する力については課題

がある。 

・平仮名、片仮名、漢字、何を用いるか

を理解し、活用すること。 

・相手の話の目的や意図を捉えながら、

自分の考えと比べて共通点や差異に気

付いたり、関連して考えたことなどを

整理したりすること。 

・学習のまとめや思ったこと、考えたこ

とを文章で表現すること。 

・漢字の学習で単語を集める活動などを行うことで、児童 

が多くの言葉に触れる機会を確保していく。また、語彙

の拡充を図るため、国語辞典や漢和辞典を活用できる学

習環境や場面を設定する。 

・相手の考えと自分の考えを比べながら聞くなど、相手の

話を聞くときの要点や、思考のスキル（比較・関連付け

など）を指導する。 

・どのように学習の振り返りを記述するのか、授業で学ん

だことや話し合ったことの中からキーワードを示すなど

してどの児童にも書きやすいようにする。 

・多くの児童が、習った漢字は漢字で書き、分からな

い漢字は辞書等を用いて調べるようになってきた。

しかし、漢字の書きや読みの定着には課題が残る。

小テストを今後も継続して行っていく。 

・事象に対して比較して考えることは、授業や授業以

外でも活用している姿が多く見られるようになって

きた。関連付けについては、思考ツールを活用する

などして、事象間の関連がつかめるようにしていく。 

・授業最後の振り返りを継続して行ってきたことで、

視点を提示しなくても書ける児童が多い。今後も継

続して指導する。 

・新宿区学力調査の結果では、たいへん良好な状況である。年度当初

課題として挙げていた「漢字を読む力」「大切な情報を読み取る力」

については目標値を上回り、日常的な取り組みの成果が見られた。

一方で、「聞いた話の要旨を捉える力」では課題が見られる。「話す・

聞く」単元において聞き取りのポイントを明確にした授業展開をす

るとともに、スピーチ等で日常的に聞く活動に取り組みさらに力を

つけていく必要がある。 

算数 

調２８年度の学力テストでは、算数を苦手とする児童の引き

上げに成果が見られた。達成率、標準スコアともに上昇し

ている。「東京ベーシックドリル」やテストに適時取り組み、

児童が苦手な問題を分析し、復習してきたことが要因と考

えられる。学力調査の質問事項について、「どの層において

も考えていると」出ており、児童が問題解決型の学習の中

で成果を出したと言える。 

学算数の学習自体への意欲は全体的に高く、問題解決的な学

習の流れにも慣れてきている。また、習熟が不十分な児童

は、基本的な四則演算に、習熟が十分な児童については、

問題を解く力はあるものの、解き方を言葉や図を使って説

明することに課題がある。 

・量と測定の領域、特に、時間に関する

問題に対応すること。 

・解答を導き出した過程について、言葉

や図を活用して説明すること。 

・算数の授業に限らず、日常生活の中でも意識付けて時間

について考える機会をもてるようにする。 

・どのような手順で解答したのかを説明する場面を計画的

に設けるとともに、児童が友達に説明したいという意欲

を高められるよう、課題提示の内容や方法を工夫したり、

発展的な課題を取り入れたりする。 

・家庭学習や朝学習等を活用し、基本的な四則演算や学年

相応の基礎的・基本的な事項の学習内容に取り組むよう

にする。 

・日常生活の中での意識付けはしているものの、理解

度が判定できないため、東京ベーシック・ドリル等

で量と測定の領域に関する課題に取り組むようにし

ていく。 

・児童自身が説明する活動を多く取り入れ、指導を繰

り返し行ってきた。ペアやグループなど意図的な活

動を取り入れて、どの児童も説明できる学習場面を

さらに設定していく。 

・基礎的・基本的な事項については習熟度別に見てい

くと、理解度に差が開きやすい。繰り返しドリルや

東京ベーシックドリルの活用をさらに行うととも

に、家庭とも連携して定着に努めていく。 

・新宿区学力調査の結果では、おおむね良好な状態である。問題内容

別に見ると「面積」で課題が見られる。また、領域別に見ると、「量

と測定」に課題が見られる。ふたのない立体の展開図を基にして、

面積を求める問題で誤答が多かった。平面や立体の具体物を用いて

空間的認知を補助するとともに、題意に対してどのように筋道立て

て考えていけばよいのか指導・支援していく必要がある。それに伴

い、年度当初の課題にも挙げている「「解き方を言葉や図を使って

説明すること」をさらに強化し、自分の考えをアウトプットするこ

とで生きて働く知識・技能となるよう指導の充実を図っていく。 

５ 

国語 

調学力テストの正答率は目標値よりも高い値である。昨年度

の課題であった「漢字を書く」項目は目標値より大きく伸

びている。正答率の分布をみるとおおむね目標値を達成し

ているが、６０％未満の児童が２割程度見られる。 

学学習に対して意欲的に取り組んでいる児童が多いが、指示

待ちになっている児童も多い。学力テスト上では漢字の成

績が上がったが、ノートなどでは誤字が多くあり、漢字を

書く力は依然として課題となっている。 

・目標値は超えているが、「話すこと・聞

くこと」および「説明文の内容の読み

取り」が他の領域に比べ苦手となって

いること。 

・主体的に「読むこと」に取り組む姿勢。 

・漢字、語彙の力。 

 

・物語文では初発の感想等をもとに学級全体で学習課題を

つくる。説明文では文章から言い回しを学び表現力を高

め、それを活用した作品作りを行うことで定着を図る。 

・漢字小テストを定期的に実施したり、家庭学習と連携し

た取組みを行ったりするなど基礎・基本の定着を図る。 

・区立図書館の団体貸出を活用するなど、すすんで図書資

料を利用できる環境をつくる。幅広い読書を図書館支援

員と共に促していく。 

・書かれてある文章の組み立てを捉える力を身に付け

ていけるよう、段落指導教材を活用し、文章の構成

や要点を理解できるよう指導していく。 

・ドリルや学習シートを活用して、漢字などの基礎的

な力が身に付くよう、継続的に取り組ませる。 

・説明的文章の要点、要約、要旨を理解し、自分の力

で読解を進めていけるよう、短い教材を活用してい

く。 

・新宿区学力調査の結果では、活用面において、大きく伸びが見られ

良好な状況である。昨年度から校内研究として問題解決的な学習の

取り組みの成果が出てきたと思われる。 

・昨年度の領域別グラフと比べると、他と比べて低い領域が少なくな

り改善がみられた。ただし「漢字を書く」では、課題が見られた。

基本的な漢字の学習を反復的に行っていくことで漢字を書く力を

高めていくことが必要である。 

算数 

調全体としてはおおむね目標値を超えているが、数量関係

（折れ線グラフの活用）について課題がある。また正答率

度数分布から、二極化の傾向が見られる。 

学学習には意欲的に取り組んでいるが、問題解決のために友

達と協働的、対話的な学習を行っていくことが不慣れであ

る。問題が解けていても、問題を解いたときの自分の考え

を説明したり、友達に教えてあげたりすることに課題が見

られる。 

 

 

・折れ線グラフから数量関係を読み解く

こと。 

・記述式の答え方。 

・自分の考えを図や文章で書き表し、伝

えること。 

・友達と問題解決に協働的に取り組むこ

と。 

・習熟度の二極化傾向への対応。 

・基礎的、基本的な知識・技能の定着。 

・「東京ベーシックドリル」をはじめとした基礎、基本の定

着を図る取り組みを継続して実施する。 

・主体的に問題解決する力を高めるため、習熟度別のコー

スにおいても、「課題をつかみ・自分の考えをもち・集団

で解決する」ことを、児童の実態に応じた支援とともに

実施する。 

・記述式の解答に答えるための表現力を育成するため、言

葉、数、式、図、表、グラフを用いて、自分の考えを友

達に説明する活動を授業の中に位置付ける。 

・児童が友達に説明したいという意欲を高められるよう、

課題提示の内容や方法を工夫したり、発展的な課題を取

り入れたりする。 

・朝学習や家庭学習の時間に「東京ベーシック・ドリ

ル」や市販の計算ドリルを反復して取り組んだこと

で、基礎、基本が定着してきている。 

・問題に対し、自分で考える「自力解決」の時間の十

分な確保及び考えの交流の充実を図り、既習事項と

結び付けて様々な解法を学び合うようにする。 

・児童の実態に応じて、発展的な問題に取り組ませた

り、自ら問題作りをしたりして、学習意欲の向上を

図る。 

 

 

・新宿区学力調査の結果では、昨年度より大きく上昇し、「東京ベー

シック・ドリル」等の反復復習が成果として表れた。 

・領域別に見ると、多くの領域で、昨年度よりも大きく改善すること

ができた。しかし「分数のたし算・ひき算」「小数のかけ算・わり

算」は計算ミスによる間違いがあり、基本的な計算の習熟が必要で

ある。 

・「正答率度数分布」では前回同様に、二極化の傾向が続いている。

全体的に上昇となっているが引き続き個々の学力状況に応じた課

題設定が必要である。 



６ 

国語 

調教科としての達成率は、２７年度と２８年度を比較すると

２.３ポイント伸びており、特に「読むこと」領域におい

ては、２７年度は目標値を１３.１ポイント上回っている。

ただし、「書くこと」領域は目標値を９ポイント下回って

おり、課題が見られる。 

学教科に対する意欲はあり、学習に前向きに取組むことがで

きる。ただし、読み取ったことや想像したことを表現する

ことに課題を抱える児童が多く、特に「書いて表現」する

こととなると、苦手意識から前向きに取り組めない場面も

ある。 

・読む力の基礎基本の習得。 

・書かれてある表現から、想像を広げて

読む力。 

・書く力の育成。 

 （構成を立てる力、構成に沿って書く

力、書いたものを推敲する力） 

・メモを基に表現を工夫しながら話す力。 

・習得した漢字を正しく読んだり書いた

りする力。 

 

・文章を読んで、要点を正しく捉えたり、設定を捉えたり

する力を身に付けられるように、段落指導教材を活用す

る。 

・言葉や文章のまとまりから想像する活動を文学的文章の

学習の際には重視して取り組む。 

・論理的文章の構成や書き方を理解できるよう指導し、４

００字短作文を定期的に書く。 

・調べたことをポスターにまとめて表現する「ミニ研究発

表」を 2学期から取り入れる。 

・文学的・説明的文章において、個々が読みの課題を

設定し、主体的に文章に向かい合っていけるよう、

初発の感想の表現方法を工夫することで、課題をつ

かみやすくしていく。 

・卒業文集の作成に向けて、効果的な表現方法や文末

表現が身に付くよう教師が意識して指導を行ってい

く。 

・４００字短作文では、段落構成を意識しながら書く

経験を積み上げている。時間の配分にも慣れが見ら

れるようになった。 

・書く活動では、カリキュラム・マネジメントを意識

した意図的な題材設定を行うなど、主体的に学習に

取り組めるよう工夫をおこなった。 

・新宿区学力調査の結果では、教科としての達成率は、良好な状況で

ある。 

・領域別に見ると、課題であった「書くこと」は、前回よりも改善さ

れ学習の成果が見られる。 

・また、基礎・活用分類でみると、基礎以上に活用の方が目標値より

も高く、「主体的、対話的で深い学び」をテーマとした校内研究の

授業実践で培った力が、国語科の活用能力にも生かされていること

が分かる。 

 

算数 

調教科としての達成率は、２７年度と２８年度を比較すると

４ポイント伸びている。ただし「図形」領域は、目標値を

１２.４ポイントも下回り課題が大きい。また、正答率度数

分布からは学力分散傾向が見られ、個に応じた指導の充実

が求められている。 

学児童によって、教科に対する意欲に大きな差がある。意欲

の低い児童は、下学年からの学習の積み上げに課題があり、

基礎基本となる四則混合の計算ができないために前向きに

取り組めない様子が見られる。 

・図形領域における習熟。 

・正答率の低い児童への個に応じた指導

の充実。 

・正しく素早く計算をする力の向上。 

・下学年までに学習してきた内容の定着。 

・図形領域は特に習熟度の「じっくり」コースの人数を少

なくし、ボランティア等複数体制で指導に当たり、個別

指導を充実する。 

・計算ドリルを活用した基礎・基本の定着と合わせて、家

庭と連携をし、習熟および復習課題に取り組めるように

する。 

・早く正確に解く力を高めるために、時間を決めて計算問

題に取り組めるようにする。 

・図形や作図、数量関係についての単元を中心に、算

数担当と打ち合わせを行い、意図的に人数調整を行

うことで、個別指導の充実を図っている。 

・朝学習では東京ベーシック・ドリルや、計算ドリル

を活用し、基礎・基本の定着や複習を行っている。 

・分数や小数の四則計算では時間内に正確に解くこと

を目標に取り組んでいるが、年間を通した継続的な

取り組みが必要である。 

・新宿区学力調査の結果では、教科としての達成率は、良好な状況で

ある。 

・領域別に見ると、課題であった図形については、課題を克服しつつ

あるように見受けられる。 

・また、基礎・活用分類でみると、活用の正答率が目標値よりも高く、

国語と同様に校内研究の成果が感じられる。 

・学力分散傾向にあったが、意欲の高まりが見られる児童が少しずつ

増えてきたことが、正答率度数分布表からも感じられる。 

音
楽 

学 

・低学年では、互いの楽器の音や伴奏を聴き、音を合わせて演奏する

技能が身に付いてきた。友達と関わり合って音楽活動をする楽しさ

を少しずつ感じ始めたところである。 

・中学年では、表現に対する思いや意図をもてる児童が多いが、思い

や意図にあった表現をするための技能には個人差がある。 

・高学年では、思いや意図を表現するために、自分たちで楽譜を見て

歌ったり、呼吸及び発音の仕方に気を付けて響きのある歌い方で歌

ったりする技能の向上に取り組んでいる。 

・表現に対する思いや意図はもてるが、

表現につなげる技能の定着。 

・表現力の向上 

（音楽を形づくっている要素と音楽にお

ける働きの関わりを理解すること。） 

・様々な発想をもつための音楽づくりの

経験不足。 

・思いや意図の根拠となる音楽的要素を明確に意識した常

時活動を取り入れ、音楽的要素を表現につなげる手順を

考えられるようにしていく。 

・基礎・基本の定着のため習熟度グループ活動を取り入れ、

習熟度が低いグループには簡単な楽譜等を使いスモール

ステップの学習計画を立て、基礎的な技能の定着を図る。 

・協働的な学びに取り組みやすい音楽づくりの活動では、

少人数グループ活動を取り入れ、試行錯誤しながら自分

たちで音楽をつくりあげ表現し合う経験を増やしてい

く。 

・基礎練習を毎時１０分程度取り入れ、技能の向上に

努めている。今後は、ふりかえりカードを活用し、

自己の課題や到達度を児童自身が把握し、改善でき

るようにしていく。 

・課題のある児童は、担任と相談し、休み時間等、個

別指導ができる時間を設け、基礎・基本的な技能の

定着を図っていく。 

・低学年でもグループで音楽作りの学習を行えるよう

になってきた。今後はタブレットＰＣを思考ツール

とし、互いの思考の過程も比較したり、つなげたり

できるようにしていく。 

・どの学年も自分たちの思いを持ち演奏することができてきた。今後

は「曲想と音楽の構造や歌詞の内容との関わり」についてどの児童

も気付けるように、指導要領に示された内容をもとに年間計画を作

成していく。 

・個別指導の時間を設けているがまだ技能の習熟に個人差がある。今

後も休み時間や放課後等、個別指導の時間を設け、基礎・基本的な

技能の定着を図っていく。 

・タブレット機器等を児童が活用して学習を行えるようになってき

た。しかし、特に低学年ではまだ経験不足によりツールとして使い

こなすことができていない。比較したり、関連付けたりする際には

効果的なことが多いので、活用できる場や時間を設定していく。 

図
工 

学 

・低学年は、実際に見たり、触ったりすることなど、身体の感覚を働

かせた表現を得意とする。 

・中学年は、材料や道具などへの興味・関心が、表現活動への意欲と

なって発想を広げる傾向がある。 

・高学年は、今まで学んできたことを活用して自分なりの表現をする

力が育ち始めている。 

 

 

・個に応じた指導の工夫をし、課題をも

つ児童には、 

 休み時間等を活用して個別指導ができ

る時間の設定すること。 

・友達の話を聞いて、自分以外の人の、

感じ方や表 

 現の違いに気付けるような学習ルール

の定着。 

・発想したことを表現につなげる見通し

を人や物と関わりながら、見つけ出せ

るような指導の工夫。 

・イメージを膨らませ、自分の表現を具

現化する過 

 程で、考えを明らかにし計画的に進め

られるような授業づくり。  

・課題がある児童に対して昼休みを活用し、個別指導がで

きる時間を設ける。 

・図工室のルールを明確にするとともに、鑑賞の時間を使

って、児童が互いに話をしたり聞いたりする活動を充実

する。 

・試しながら決めていく活動を繰り返す。その中で人と話

し 

たり、工夫を見付け出したりする機会を増やし、活動の

見通しがもてるようにしていく。 

・ワークシートを活用して自分の考えを明らかにし、必要

な 

ものや手順を考えられるようにしていく。 

・個に応じた指導の工夫をし、課題のある児童には、

休 

み時間等を活用して個別指導ができる時間を設け

る。 

・友達の話を聞いて、自分以外の人の、感じ方や表現

の違いに気付けるよう、学習のルールを定着する。 

・発想したことを表現につなげる見通しをもてるよう

にするため、人や物と関わりながら、見付け出せる

指導の工夫をする。 

・自分の表現を具現化する過程で、考えを明らかにし、

計画的に進められるように、学習過程を工夫する。  

・休み時間等を活用して児童への個別の指導を行った。授業の中での

作品が完成できるように、声掛け等を改善していく。 

・鑑賞の時間を工夫し、グループの中で話し合う機会を題材ごとに短

時間取り入れた。その結果、相手のイメージを感じ取れるようにな

ってきた。学習ルールについては、聞くことの指導への改善が必要

である。 

・時間設定を工夫し、指導の重点を絞ることで、子どもが見通しをも

ちやすくなった。造形活動の中で、他の人と話す機会が増えたこと

は効果的であったが、関わり合う方法の工夫を更にしていきたい。 

・題材によって、ワークシートを活用し自分の考えを明らかにしてい

った。 

・課題を自分で設定する時に、それぞれの価値を考えさせる方法を更

に工夫していきたい。 

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      

 


