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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。

・スピーチを年間通して行ってきたことで、聞
き手に興味をもたせるテーマの選び方、発表
方法などで向上がみられた。また、語彙力も
若干向上した。
・随筆を書かせた時、与えられた条件に即し
て出来事や、思い、考えを書き表す工夫をし
ていた。また、経験したことなどが、自分に
とってどのような意味をもったのかを書く事が
できた児童が多かった。
・学力調査の結果では、全ての観点が区平
均を上回った。特に、話す聞く能力が区平均
を大きく上回っている。

・説明ができない、口頭で説明できて
るが、言葉や図で説明するにはまだ
課題が残る。説明をする場面を設定
することを継続する。
・意図的に繰り返し練習することを継
続する。

・分数の加減できていない児童が若干みら
れ、最後の最後まで底上げを図る必要が
あった。
・学力調査の結果では、前年度末同様に全
ての観点が区平均を下回った。特に、関心意
欲が大きく下回った。領域別では、図形が最
も低かった。

友達の作品を相互に見合い、感想を伝え合う
活動を意識的に設定したことにより、少しず
つ自分の思いを表現できる児童が育ってき
た。しかし、個人差が生じているので、引き続
き声掛けして支援していく。
・様々な材料と触れ合う場をつくり、主体的に
表現する意欲につなげることができてきた。

・機会を設ければ全員発言することはできるが、
意欲的に発言する児童は固定されてきている。グ
ループやペアなどで十分会話する機会を設け、
発言に慣れることで自信をもち、全体での発言に
つなげていく。
・運指が付いていることで、安心して練習に取り
組める児童が多かった。今後も継続していくこと
で、技能向上を目指す。

・立体の鑑賞の機会を保証するととも
に、平面作品や身近な芸術作品など
も対象とした様々な鑑賞の機会を設
け、鑑賞そのものへの興味を高める。
・友だちの作品のよさを認める児童が
増えたので、表現する意欲につなげ
るように発言等を効果的に取り上げ
ていく。

・発言する人は偏らないように、全員
が自分の意見を発表する機会を意図
的に設け、発言することに慣れさせ
る。
・運指あり・なしの２パターンを両面印
刷し、自分のレベルに合った楽譜を
児童に選択させ、自ら学ぶ力を高め
る。

・既習の学習内容を繰り返し復習する
ことで、授業で活用できるようになっ
てきた。
・学習する単元に合わせて計算内容
を変えるなどして、今取り組んでいる
学習とリンクさせて取り組ませるよう
にしている。
・ICTを活用た自分の考えを相手に伝
える活動を通して、自信をもって発表
できるようになってきた。

・ほとんどの児童は基礎・基本が定着してい
るが、学年に数名、低学年までさかのぼって
再学習が必要な児童がいるので、支援が必
要である。
・毎時間計算練習をすることで、計算方法の
定着につながった。
・ノートを見せながら説明したり、教師が声掛
けをしたりするなど、安心して発表できる場を
作ることが、児童の発言につながると感じて
いる。

・日常的に学習活動を行っていく中で自分の考え
や感想を正しく文章で表せるようになってきてい
る。
・原稿を用意しなくても１分ほどのスピーチをでき
るようにはなってきたが、大事なことを落とさずに
聞く力を引き続き育てていく必要がある。
・小グループでの話し合い活動には慣れてきた
が、全体の場で発表できる児童には偏りがある。

・小グループの中で説明する機会を取り
入れているが、うまく伝えることができな
い児童がまだ多いので、話型のひな形を
示し、取り組ませるようにする。
・計算力が定着しているが、繰り上がり
や繰り下がりが定着していない児童が1
割程度いるので、10の合成分解の課題
を与えて練習させる。

・お話を作ったり、感想を書いたり自分の考え
を文章に表す機会を多く作ることによって、少
しずつ文章を書く力は付いてきている。
・スピーチ大会を行ったことによって、相手に
伝わるように話す力や興味をもって聞く力が
着実に付いたが、大切なことを落とさずに聞
くことの練習を積み重ねていく必要がある。
・小グループでの話し合い活動で伝える力は
定着してきているので継続して取り組んでい
く。

・課題を自力で解決し、間違い直しにも直ぐ
に取り組み訂正できる児童が増えてきてお
り、力がついてきている。一方でかけ算の筆
算などが定着せず、間違い直しが進まない児
童もいるので、休み時間や家庭で取り組むよ
う声を掛けたり、支援していく必要がある。
・定規を使って線を引く習慣は身についてき
たが、正確に図形を書く練習は引き続き必要
である。

・漢字練習ノートに毎日練習するという習慣
が付き、正しく丁寧に書こうとする児童が増え
てきた。
・ノートに自分の考えを書くときや作文を書く
ときに、既習の漢字を使うように指導している
が、引き続き声掛けが必要である。
・発表の時には、話の中心に気を付けて聞く
ことが出来るようになってきたが、日常の授
業でも相手を見て話を聞くよう指導していく。

・間違いを直してすぐに提出する習慣
が身に付いてきている。
・すすんで定規を使う態度が身に付
いてきている。
・計算ドリルの解答を児童に渡さず、
自力解決させ、間違いも自分で直す
ようにさせ、取組状況を確認し、個別
に声掛けしていく。

・繰り返し練習をし、丁寧に取り組ませた
りすることで平均点が上がってきている。
また、できたという達成感から漢字の学
習への意欲も高まってきた。
・既習の漢字を使うことはまだ課題があ
るため、引き続き指導をしていく。
・相手を見て話を聞く態度が身に付いて
きているが、個人差がある。さらに、聞く
力を伸ばすために、話す側もはっきりと
最後まで話すことを意識させるようにす
る。

・スピーチ活動や文章を書くときなど
では、はじめ・中・終わりを意識して、
話したり、書いたりすることができるよ
うになってきた。しかし、個人差が大
きくある。今後は話型などを提示し、
正しい構成を意識させて話をさせるよ
うにする。
・板書を正確にノートに記録すること
には、個人差がある。授業に向かう
姿勢は引き続き指導していく。

・答えを出すことはできるが、答えを出す過程を
説明できない児童が多い。引き続き、話型を示し
て指導していく。
・九九の暗唱はほぼ全員できたが、繰上り繰り下
がりの筆算が不確かになっている児童がいる。
・計算ミスが多く、確かめ算などをして着実に計算
する力を身に付けさせたい。

・はじめ・中・終わりを意識して、まとまった量
の文章を書くことができるようになってきた。
しかし、個人差が大きくある。
・板書を丁寧に記録する態度が育まれてき
た。中には自分なりに工夫して記録をまとめ
ようとする児童もいる。
・スピーチでは、聞き手が興味をもつように内
容を考え、メモを工夫して書き話すことができ
る児童が増えた。

・問題を確実に把握せず、問題に取り
組み、間違える児童がいる。どこでつ
まずいているのか、一緒に確認し、取
り組ませていく。
・道具を活用する活動では、定規は
慣れてきた。しかし、指先を器用にす
る活動は今後も取り入れていく必要
がある。

・問題から立式する力は向上した。しかし問
題を正確に読み取ることができない児童もお
り、個人差が見られる。
・定規を使うことは習慣づいてきた。しかし、
正確に作図することには、まだ課題が残る。
引き続き、道具の活用を多く取り入れて、図
形概念を高める必要がある。

・「はじめ」「中」「おわり」の文章構成
から、時間や場面の移り変わりを踏
まえて登場人物気持ちを読み取るこ
とができるようになってきた。
・ペア学習を取り入れたことで、自信
をもって発言できるようになってきた
が、すすんで発言しようとする姿勢に
は課題がある。
・スピーチ活動を通して、自分の考え
を伝えようと努力する姿勢が見られる
ようになってきた。

・登場人物の心情や筆者の考えを読み取る
ことは何度も読み込むことでできるようになっ
てきたが、各教科のテストなどで、問題文を
理解して聞かれたことに答えることに課題が
ある。
・自分の考えをもてている児童は増えてきた
が、その考えに自信をもてず発表に至らない
児童が多くいる。
・考えをもつことはできるようになってきたが、
スピーチ原稿を書くなど事前に準備をするこ
とが必要な児童が多いので、考えを声に出し
て表現することに慣れる必要がある。

　

・創造する楽しさを感じ、表現する基礎的能力が高い児童
が多い。
・身近な芸術作品について自分なりの見方や感じ方をもっ
てそれを自分の言葉で表現する力が十分ではない。

・中学年では聴き取ったり感じ取ったりしたことを音楽表現
や言葉で表現する活動に意欲的な児童が多いが、音楽の
語彙が少ない。
・高学年では言葉の語彙は増えつつあるが、聴いたり感じ
取ったりしたことを音楽表現や言葉で表現する力がまだ弱
い。
・リコーダーなど器楽の学習には積極的に取り組める児童
が多いが、個人差がある。

（様式1）
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（調）５観点中4観点で区の平均を下回っている。領
域別では、言語事項のみ区の平均を上回った。
（学）読書習慣のない児童の比率がとても高い。
（学）語彙力に課題がある。
（学）積極的に発言する児童が少ない。
（学）文章を読み取ったことから推論することができ
ていない。

・自信をもつことができないために発言を
躊躇する児童が多い。
・文章を読み取ったことに対して自分の感
想や意見をもち、読み手に伝わるように
書くことに課題がある。
・手本となる文字を見て、正しく書くことが
出来ない。結果として正しく漢字を覚える
ことができず、また、他教科においても観
察力に課題がある。

5

（学）新出漢字を丁寧に書こうという意識が高いが、
既習の漢字を活用し、文章を書くことが苦手な児童
がいる。
（学）読書量には個人差がある。語彙力、登場人物
の気持ちを読み取ることに課題がある児童が多い。
（調）自分の気持ちや考えを表現することに課題が
ある児童が多い。

・文章の読み取りに課題がある。登場人
物の感情を読み取ったり、関係性を理解
したりすることに苦手意識を感じている児
童が多い。
・自分の考えを表現したり、相手に伝えた
りすることに課題がある。

3

（調）　全ての領域で区平均を上回っている。特に、
「書くこと」は７ポイント、「話すこと・聞くこと」では３
ポイント以上、上回る結果となった。しかし、漢字の
読み書きは区平均では、下回っている。
（学）　小テストの結果を見ると、新出漢字の定着に
個人差がある。
（学）　友達の話を聞き、内容の中心を聞き取ること
に課題がある児童がいる。

・漢字の習得に個人差がある。
・話を聞くという基本的な態度が身に付い
ていない児童がいる。
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・平仮名の学習を意欲的に取り組んでいる。
・就学前の学習状況において、個人差がみられる。

・聴いたり感じ取ったりしたことを音楽で表
現したり言葉で表現したりする力が弱い。
・技能面に個人差がある。

・聴き取ったり感じ取ったりした事を伝え合った
り、話し合ったりし、自分の思いや意図を表現す
る活動を取り入れる。
・楽譜に運指を書き込んだり、スモールステップ
で検定を行うことで、自信をもって取り組めるよう
になる児童を増やす。

・友達や自分の作品について、よさを感じ
取っても自分の言葉で表す力に課題が見
られる。
・様々な作品に触れる機会が少ないた
め、主体的に表現しようとしない児童もい
る。

・鑑賞の時間を十分にとり、感想を話し合い、感
じたことをカードに書く。また評価の際に良いとこ
ろをほめるなど、フィードバックすることにより、鑑
賞の視点を育てていく。
・表現する意欲を高めるために、材料・環境・友
達の表現と出合う場面の設定を工夫し、感性や
想像力を活性化させる。

・ペア、グループ学習を取り入れ、自分の表現に
自信をもたせ、全体に伝えられるようにする。
・他教科においても読み取ったことから考えさせ
る機会を設定し、推論する経験を増やす。
・一年間を通して、スピーチを行い、相手に分か
りやすく伝える力を育てる。また、語彙力を増や
す機会とする。

（調）全観点、全領域で区の平均を下回った。
（学）積極的に発言する児童が少ない。
（学）学習内容の定着が不十分で、既習事項を基に
問題解決するとき自信をもって取り組むことができ
ない児童が多い。
（学）考え方を表現することが苦手である。

・公式を適用して問題解決しても、どのよ
うな考えで問題解決したか説明できない
児童が多い。順序立てて説明できていな
いことに気が付かない場合もある。
・見直しが定着せず、計算間違いをする
児童が多い。

・言葉や図等を用いた説明をする場面を多く設
定し、考えを表現する力を身に付けさせる。
・解の見当をつける習慣化を図るとともに、意図
的に繰り返し練習する場を設けていく。

・わずかではあるが様々な場面で考
えようとする姿勢は見られるが、表現
できる段階には至っていない。引き続
き、指導を続ける。
・資料を読み取って考えるだけではな
く、読書経験、既習事項、体験した事
などを総合して考える事が弱い。考え
る疑似体験を繰り返すなど、積み重
ねを続ける。
・スピーチに関しては、目に見える成
果が出ているとは言いがたい。しか
し、自分の考えを表現する事への抵
抗感は薄まっているので継続に指導
する。

・朝読書や国語科の並行読書を通して、文章の
構造や登場人物の気持ち他を読み取る学習を
積み重ねていく。
・授業感想や日記に取り組ませ、自分の思いや
考えを書くようにする。また、ペア学習を通して、
自分の考えに自信をもたせて、全体へ広げる活
動を行う。
・一年間を通して相手に分かりやすく伝える力を
育てるため、スピーチやディベートの機会を多く
作る。

（学）課題に対して、意欲的に取り組む児童が多
い。
（学）積極的に発言する児童に偏りがある。集中し
て課題に取り組むことができるが、計算間違いが多
い。
（調）文章題の意味を正しく理解できていない。
（調）数量や図形についての知識理解が十分でな
い。

・知識理解の習熟度に個人差がある。
・数量や図形についての図形の作図や、
文章問題から立式することが課題であ
る。

・計算ドリルを繰り返し取り組ませ、基礎基本の
定着を図る。
・授業始めに、簡単な計算を継続的に取り入れ
ていく。
・具体的な操作活動や、図を用いた説明を多く取
り入れる。
・問題解決を中心として授業展開をし、自分の考
えを相手に伝える場面を増やす。
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（学）日々の活動で、文章を構成して書くことの関心
意欲が低く、苦手意識がある。

（学）記録をまとめる能力に課題がある児童が多
い。

（調）領域別正答率、観点別正答率のどの領域観
点でみても、目標値、区の平均正答率を上回ること
ができている。特に、「言語についての知識・理解・
技能」では、平均正答率が目標値を10点以上上回
ることができている。ただし、作文の力が全体的に
見ると低くなっている。

・文を書くことに苦手意識があり、文章構
成を考えずに書くことがある。また、ス
ピーチでは構成を考えずに思ったことを
話してしまう傾向がある。
・日々の授業の板書を正確に記録するこ
とができない児童が多くいる。また、記録
に時間がかかるため、まとめきれない児
童が多くいる。

・スピーチ活動を充実させ、話の中心を意識して
話す活動を多く取り入れる。
・日記や作文の活動を通して、「はじめ、中、おわ
り」を意識しながら、文章を構成する活動をする。

（学）問題の意図を読み取り、立式することができる
児童が多い。

（学）定規、三角定規などの算数教具を扱うことが
苦手な児童が多い。

（調）領域別正答率、観点別正答率のどの領域観
点でみても、目標値、区の平均正答率も上回ること
ができている。

・問題を確実に把握せず、問題に取り組
み、間違える児童が多い。また、立式する
ことができない児童がいる。
・算数の教具を正しく扱うことができず、作
図ができない児童が多くいる。

・問題の構造理解力を高めるため、中心となる課
題に線を引くなどの活動を取り入れ、算数に限ら
ず、定規を使って直線を引くなど道具を活用する
活動に取り組む。
・題意を把握できるようにするため、算数だけで
はなく、他教科と関連させて読解力を高める活動
を多く取り入れる。

・漢字の小テストを定期的に実施する。また、間
違った字を繰り返し練習させ定着させる。
・文章を書く際は、既習した漢字を使うように常
に声をかける。
・話の中心に気を付けて聞き、質問をしたり、感
想を述べたりする機会を多く設定する。

（調）　問題の内容別、領域別、観点別の正答率が
どれも全て、区平均よりも下回った。特に、観点別
に見ると、知識理解が６ポイント低い。
（学）　自分の考えをノートに書くことは意欲をもって
取り組んでしる。しかし、Ｃ層の児童は知識理解や
道具の操作に課題があり、考えを書くまで至ってい
ない。
（学）　課題等の提出物が十分ではなく、習熟も十
分できていないように感じる。

・基礎的・基本的な知識・理解が身につい
ていない児童が多い。
・手先が不器用なため、道具を正しく使う
ことができない児童が多い。

・計算ドリルやプリントなどを使用し、反復練習を
行う。また、間違いを直すなど、粘り強く学習する
態度を養う。
・日常生活でも、定規を使って線を引くなど、道
具を使う機会を増やしていく。
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（学） 新出漢字練習や学習、読書に対して意欲的
に取り組もうとしている児童が多い。
（学） 文字の定着、ひらがなの字形、「てにをは」や
小さい「つ」を文章の中で正しく使うことの定着には
個人差が見られる。

・自分の考えを分かりやすく文章に表した
り、正しく文章に表したりすることに課題
がある。
・相手に伝わるように話し、大切なことを
落とさずに聞くことに課題がある児童がい
る。

・様々な教科で自分の考えをもたせ、文章化する
機会を多く作る。
・一年間を通してスピーチを行い、相手に伝わる
ように話す力、興味をもって聞く力を身に付け
る。
・授業の中で、ペアの話し合い活動を設定し、分
かりやすく「聞く」「話す」力を育てていく。

（学） 繰り上がりのたし算、繰り下がりひき算の定
着には個人差が見られる。特にＣ層の児童への定
着は課題である。

・基本的な計算はできるが、考え方を説明
することに苦手意識をもっている児童が
多い。
・基本的な計算能力が定着していない児
童がいる。

・問題解決型の学習を取り入れ、自分の考えを
小グループの中で説明する機会を多く作る。
・習熟度別少人数指導を行い、C層の児童に対
して繰り返しの学習を通して、計算問題が定着
するようにする。また、計算の説明ができるよう
に取り組む。

自分たちで学習のめあてを立て、授業に取り組む態度が育ってき
た。それに伴い、自分の考えをもち、友達の考えとの共通点や相
違点を見付けようとする態度も育ってきた。

授業の基盤となる学習・生活規律を徹底させるとともに、相手に分
かりやすく伝える力の育成に今後も力を注いでいく。

学習規律は定着してきているが、個人差が大きい。
学級づくりの中で、引き続き声掛けしていく。

自分の考えをもち、発表することができるようになっ
てきたが、友達の考えと自分の考えを関連付けて
深めるまでには至っていない。

課　題（４月）

・国語「これは、なんでしょう」の学習を通して、相手に伝わるように話す力や興味を
もって聞く力が身に付いてきた。
・音読やプリントなど、宿題に毎日出すことによって、聞く力や書く力が身に付いてき
た。
・日常のことを日記に書く活動を継続的に取り入れ、作文を書くことができるように
なってきた。
・朝の会で日直がスピーチをする活動を取り入れ、日常的に相手に分かりやすく伝
えることを意識して話すことできるようになってきた。
・「なぜかというと」「理由は」等の論理的に伝える表現を活用することも視野に入れ、
今後も伝え方の指導を継続していく。
・国語（学校図書館を活用する時間）や休み時間など読書を行う環境を整えたこと
で、どの児童も集中して取り組むことができ、読書活動の日常化につなげることがで
きた。

・実物投影機を使って教科書やノートを大映しにすることで、「どこに何を書いたらい
いのか」等、学習活動が明確になり、児童の理解の一助にすることができた。
・実物を示したり、体感できるようなものを用意したりして、学習の意欲を喚起させる
ような授業を工夫した結果、児童が「自分もやってみたい」と主体的な学習活動につ
なげることができてきた。
・ノートに自分の考えを書く活動を増やすことによって、まず自分の考えをもつという
意識を向上させることができ、相手に伝える目的意識も育ってきている。
・文章題の「分かっていること」「求めること」を毎授業で確認する活動を取り入れるこ
とによって、問題の構造を捉えさせることができるようになった。また、自力解決の際
に自ら「分かっていることは何か」「求めることは何か」をおさえる習慣が定着してき
た。

中
間
評
価

最
終
評
価

・自分のことを伝えることはできるが、相
手の話に興味をもって聞くことが難しい児
童がいる。

・ペアやグループを意図的に組んで話したり、聞いた
りする機会を多く作る。
・音読やプリントなど、家庭での宿題を出して、家庭
にも協力してもらう。
・日常のことを作文にする活動を継続的に取り入れ
る。
・聞き方・話し方が身に付くように話型を示し、計画的
に繰り返し指導する。話す人の方を見て話を聞く指導
を行う。
・多くの本に触れ語彙を増やすために、日常的に読
み聞かせを行ったり、学校図書館の活用や気軽に本
を読んだりできるように、学級文庫を充実させる。

・数の合成・分解が苦手な児童がいる。
・考え方や学習のまとめをノートに書くこと
に個人差がみられる。

・実物投影機を使ってノートのどこから書くか細かく指
導する。分かりやすい板書になるように大きく丁寧に
文字を書く。
・具体物、ブロックの操作活動や図で考える活動を多
く取り入れる。
・自分の考えをもたせるため、まずは自分の意見を
友達に伝えたり、自分や友達の考えをノートに書き写
したりする回数を増やす。

学習状況の分析（10月）

改善のための取組み（４月） 最終評価（２月）中間評価・追加する取組み（10月）学習状況の分析（４月）

最終評価（２月）改善のための取組み（10月）課　題（10月）

・数に興味をもち、意欲的に取り組んでいる。
・数を５や１０のまとまりとして捉えることが苦手な児
童がいる。

重
　
点

問題解決型学習の授業展開、考える場面を多く設定し、主体的に自
分の考えをもち、その考えを表現することができるようにする。

「話す」「聞く」を基本とした学習規律を維持し、互いに認め合う学級づ
くりを進め、学習効果を高める。

授業づくり

環境づくり


