
■ 学校の共通目標 

授業づくり 

重 

点 

・学習のねらいを達成するため、学習過程の導入（ねらいの提示）と展開

（自分の考えをもつ）、まとめ（学習の振り返り）を行う。 
中
間
評
価 

・学習のねらいを達成するため、個に応じた指導やグル

ープ学習の在り方を工夫した指導等を行い、自ら考

え、他者とかかわり、学びを深める児童の育成に努め

た。 

最
終
評
価 

・年間を通して学習過程の工夫や個に応じた指導、グループ

学習の在り方を工夫する等、学習のねらいを達成するため

の取組を続け、学びを深める児童の育成に努めた。 

環境づくり 

・各教科等の特質に応じて、ＩＣＴ環境を効果的に活用し、児童の情報活

用能力を育む。 

・主体的・対話的で深い学びの実現を目指して、単元や

１単位時間の学習過程の場面に応じて、学習のねらい

を達成するために、ＩＣＴ機器の効果的な活用を行う

ことを通して、情報活用能力や思考力を高めることに

つながった。 

・Ｉタイムの活用をはじめ、ＩＣＴ環境の効果的な活用を年

間指導計画に位置付けて実施したことで各教科等の特質

に応じたＩＣＴ環境の効果的な活用を行い、児童の情報活

用能力や思考力を高めることにつながった。 

■ 学年の取組み内容 

２ 

国語 

学文章を構成する力や書く力は、おおむね満足できる状況であ

る。 

学送り仮名や正しい語句を用いて、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いる。 

学「読むこと」については、登場人物の気持ちを読み取って、

意欲的に音読する児童が多いが、読み取り方に個人差がある。 

・「 」や句読点などの基本的な使い方に課題が見られ

る。 

・ひらがなやカタカナ、既習の漢字の習熟には個人差が

見られ、言語についての知識・理解、技能を定着させ

ていく必要がある。 

・文と文を関連付けて読み取る力に課題がある。 

・言葉の意味だけでなく、つながり方や文章の構成について

指導を工夫する。 

・帯タイムや授業の中でドリル学習を取り入れ、新出漢字や

言語を確実に定着させる。 

・話すこと、書くことを中心に自分の考えをもたせ、発表する

場を多く設けていく。また、自分の考えを話し合う活動を計

画的に位置づける。 

・１学期に比べ、構成を意識しながら文章を書くことができるよ

うになってきた。また、理由や順序にも気を付けて書くことが

できるようになってきた。 

・帯タイムや授業の中でドリル学習を取り入れることで、漢字の

読み書きも定着しつつある。 

・自分の考えを、原稿をもとに発表することはできる。分かりや

すく要点を絞って話すことには課題があるので、引き続き自分

の考えを話し合う活動を計画的に位置付けていく。 

・区学力調査の結果、ほとんどの項目において目標値を上

回っている。中でも「話す・聞く」「書く」領域では10

ポイント以上上回っており、改善の取組の成果が出たと

考えられる。 

・「言語についての知識、理解、技能」領域に課題が残る。

今後も帯タイムや授業の中でドリル学習を取り入れるこ

とで、漢字の読み書きの定着を図る。 

 

算数 

学 2位数を含む加法・減法については、すべての児童がおおむ

ね理解できている。繰り上がり・繰り下がりのある計算につ

いて理解が十分でない児童がいる。 

学課題に対して集中して取り組む態度は育っているが、自分の

考えを図や式を使って説明する力には個人差がある。 

・繰り上がり、繰り下がりの加法、減法の筆算について

は習熟に個人差がある。 

・自分の考えを図や式を使って表現する力に課題が見

られる。 

・帯タイムでの学習や家庭学習の機会を活用し、既習事項の

復習を行い、定着を図る。 

・ペアや小グループで自分の考えを伝える活動を計画的に位

置付け、互いの考えのよさに触れさせる。また、ＩＣＴ機器

等を活用し、発表する活動を取り入れる。 

・既習の学習を生かしたり、友達の考え方を聞いたりして、考え

を広げ、深めることができるようになってきている。 

・児童が自らＩＣＴ機器等を活用し、発表する活動を取り入

れることで分かりやすく発表できるようになってきた。 

・区学力調査の結果、ほとんどの項目において目標値を上

回っており、改善の取組の成果が見られた。 

・「数量や図形についての知識・理解」だけが目標値よりも

少し下回っている。引き続き、朝学習や家庭学習などで

習熟を図る。 

３ 国語 

調 前年度の区学力定着度調査の結果、すべての項目で目標値・

全国平均を上回っている。特に、漢字を読み書きする問題は

９８％を超える正答率であった。 

調 「文章を書く力」をみる問題については個人差が見られ、

まとまりのある文章を書く児童が多くいた一方、単語を並べ

ただけであったり、無記入であったりした児童が約１割いた。 

学 文章を声に出して読むことに意欲的な児童が多く見られ

る。物語文の学習では、登場人物の心情を思い浮かべながら

音読する姿が多く見られた。 

・自分の気持ちや考え、物語文を読んで読み取ったこと

などを文章で表現することに苦手意識のある児童が

見られる。 

・物語文や説明文の読解において、書かれていることを

根拠にしながら読み取っていく力をさらにつけてい

く必要がある。 

・文章を書くことに対し自信をもたせるため、例文を提示し、

目的に応じた文章の構成や言い回しを確かめながら、書く

ことができるようにする。 

・図書館支援員と連携し、児童が幅広く読書に親しむことの

できる環境をつくり、語彙力を高める。 

・登場人物の気持ちを考えたり、想像したりする時に、文章に

立ち返って見直すことを重点的に指導する。 

 

・ワークシートの活用等により、考えたことや感じたことなどを

自分の力で書き表すことができるようになってきた。よりよい

表現を取り入れようとする児童が増えた。 

・今後、読み聞かせや読書旬間などで本に親しむ指導を実施し、

語彙や表現の幅を広げていく。 

・区の学力定着度調査の結果、平均正答率は目標値及び区

の平均正答率を上回った。特に「読むこと」の領域で

は、目標値を１１．９ポイント上回った。文章中の語句

や表現を根拠にしながら、物語文や説明文の読解指導に

あたったことが一因と考える。 

・書くことについては、平均正答率は目標値及び区の平均

正答率を上回っているが、「いつ」「どこで」「だれが」

等、書こうとすることの内容を明らかにしながら書くこ

とを苦手とする児童が見られる。児童の実態に応じた例

文を提示し、目的に応じた文章の構成や言い回しを

使えるようにしていくことに努める。 

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 

学平仮名はおおむね書けるようになったが、字形や書き順が定

着していない児童もいる。 

学２学期からカタカナと漢字の学習が始まったが、まだ定着し

ていない児童もいる。 

学文章の内容を読み取る力に個人差がある、 

・とめ、はね、はらいや書き順を意識して正しい文字を

書くことに課題がある。 

・漢字やカタカナを正しく書いたり、文章の中で使った

りすることに課題がある。 

・文章の内容を読み取る力に課題がある。 

・誤った文字は訂正し、書き直しをさせ、正しい文字を身に 

付けさせる。 

・漢字やカタカナの練習プリントを使って、反復練習を繰り

返す。また文章の中で使えるように指導する。 

・読み取りのポイントに線を引かせながら、読み取らせるよ

うにする。 

・平仮名については、とめ、はね、はらいを意識して正しく書ける児童が増えた。個人差があるため、引き続き個別指

導を行う。 

・プリントを使って漢字の反復練習を行うことで基礎・基本を身に付けた。今後は、文章の中で正しく使えるように、

国語の作文や家庭学習を充実させる。  

・読み取る活動の際、ポイントに線を引き、1つずつ確認していくことで、読み取る力は概ね身に付いてきたといえる。 

算数 

学２学期に、繰り上がりのある足し算や繰り下がりのある引き

算を学習したが、まだ指を使って計算していて時間がかかっ

てしまったり、正しく計算できなかったりする児童がいる。 

学文章題の読み取りが苦手で、内容が理解できないため立式で

きない児童もいる。 

・足し算や引き算の計算や、１０の補数がすぐに分かる

ことに課題がある。 

・文章題の読み取りに課題がある。 

・算数の授業の前には１０の補数を言う活動を取り入れ、計

算に生かせるようにする。 

・文章題は、分かることと聞かれていることに線を引かせ、立

式につなげる。 

・１０の歩数がすぐに分かるようになり、繰り上がりのある足し算や繰り下がりのある引き算を正確に計算できるよう

になった。 

・文章題の文章の読み取りを図を使って表す活動を繰り返すことで、正しく立式できる児童が増えた。個人差があるた 

め、個別指導を行う。 

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】                                              新宿区立四谷小学校 （様式 1） 



算数 

調 前年度の区学力定着度調査の結果、すべての項目で目標値

を上回っていた。特に、かけ算九九はおおむね定着している。 

調 繰り上がりのあるたし算や繰り下がりのあるひき算につい

ては、一部児童において十分定着していない。 

学 ものさしの目盛を読み取ったり、数直線を使って考えたり

することに苦手意識のある児童が見られる。 

・自力解決の場面において、自分の考えを相手にわかり

やすく言葉や図を用いながら表現することに課題が

ある。 

・授業中における数量や図形についての理解はおおむ

ねよいが、算数に対して苦手意識のある児童を中心に

その後の定着に課題がある。 

・表現を充実させるために習得の段階を大切にする。また、 

ペアやグループで自分の考えを友達に言葉や図、ＩＣＴ機

器を活用して表現する場を授業に位置付ける。 

・「東京ベーシック・ドリル」の診断テストや練習シートを活

用し、基礎的な力や技能の定着を図る。 

・習熟度別指導において個に応じた指導を行い、基礎・基本の定

着を図ってきた。算数に対して苦手意識のあった児童は、少し

ずつ自信を付けてきている。 

・算数に興味の高い児童に対しては、基礎・基本を活用した発展

問題等、学習課題を工夫するなど指導の工夫を図ったことで、

より関心が高まった。 

・フォローアップシートを活用し、個に応じた指導をさらに行っ

ていく。 

・区学力定着度調査の結果、すべての領域について目標値及

び区の平均正答率を上回っている。 

・得意・不得意の二極化傾向が見られ始めている。「東京ベ

ーシック・ドリル」やフォローアップシート等を活用し、

苦手とする問題を理解し、解くために必要な知識と技能を

身に付けることができるようにする。 

４ 

国語 

調観点別に見ると、どの観点もおおむね満足できる状況である。

特に「書く能力」や「読む能力」については、全国平均よりも

上回っている。比例して、領域別でも「書くこと」や「読むこ

と」が１０ポイント以上全国よりも上回っている。 

学与えられた課題に対しては、黙々と取り組むが、自らの考え

を発表したり、丁寧に文字を書いたりすることには、個人差

が見られる。 

・文章を読むことや書くことに意欲的に取り組むが、言

葉の意味を正確に捉えていなかったり、作文で漢字を

使えていなかったりする様子も見られる。 

・友達の考えと比べながら発言したり聞いたりするこ

とに課題がある。積極的に意見を言える児童は、聞く

ことによる考えの深まりを感じられるようにするな

ど、児童が自分の課題を意識して学習できるようにす

る必要がある。 

 

・家庭学習と合わせて音読や漢字練習に取り組み、文章を読

むことや漢字、言葉に慣れるようにする。 

・分からない言葉の意味を調べる習慣を身に付けさせるため、

国語辞典を使って言葉の意味を調べる機会を多くとる。 

・小グループや学級全体で自分の考えや感想を発表し合った

り、書いたりする機会を多くとり、学び合うことで考えが深

まることを実感できるようにする。 

・習熟の差に対応できるように学習グループの構成を工夫し、

個に応じた指導を行う。 

・家庭学習と音読だけでなく、物語文の読み取りを重点的に

行うことで、文章を読む力は向上してきている。 

・ＩＣＴ機器を活用し、児童がそれぞれの考えを交流できるよう

にしており、今後も効果的に進めていく。 

・タブレットＰＣを活用した学習では多くの児童がすすんで意見

を伝えようとしている。 

・今後新聞作りの学習で、習熟度が近い児童でグループを編

成することで、安心して活動に取り組めるようにしたり、

個に応じた指導を行いやすくしたりする。 

・区学力定着度調査の結果、すべての領域について目標値を

上回っている。 

・小グループや学級全体で自分の考えや感想を発表し

合ったり、書いたりする機会を多くとり、学び合うこ

とで考えが深まることを実感できるようにする。 

・習熟の差に対応できるように、学習グループの構成を

工夫したり、個別指導を行ったりする。 

 

算数 

調全体の正答率が、全国平均を上回っており、おおむね満足で

きる状況である。 

調全ての観点別の正答率が全国平均を上回っている。特に、「数

量や図形の技能」「知識・理解」の正答率は全国平均を１０ポ

イント以上上回っており、十分満足できる状況にある。 

学課題に対して集中して取り組み、多様な考えを出そうとする

意欲も高い。 

・自分の考えを分かりやすく表現したり、友達の考えに

関心をもって聞き、自分の考えを深めたりすることに

課題がある。 

・算数に対して苦手意識を感じている児童の多くが、既

習事項が定着していない傾向にあるため、前学年まで

の内容を身に付けさせることが課題である。 

・家庭学習や帯タイムで「東京ベーシック・ドリル」等を用

い、繰り返し問題に取り組み、基礎・基本の定着を目指す。 

・習熟度別指導のクラス分けを工夫し指導する。自分の考え

を表現し交流し合う学習を習熟度に応じて行う。 

・ＩＣＴ機器を活用し、自分の考えを分かりやすく表現した

り、友達との交流を通して考えを深めたりするよさを実感

できるようにする。 

・家庭学習や帯タイムを活用して、繰り返し問題に取り組む

ことで、基礎・基本が定着してきている。 

・習熟度については、クラス分けを工夫し、グループの実態

に応じた指導を展開することで、自分の考えを表現する力

が向上した。 

・ＩＣＴ機器を活用し、意見の交流を行った結果、自分の意見を

伝えようと意欲的な姿が見られた。引き続き効果的な活用の仕

方を考え、交流を通して考えを深められるようにする。 

・区学力調査の結果、数と計算領域が目標値を下回って

いる。「東京ベーシック・ドリル」やフォローアップシ

ート等を活用し、基礎基本の定着を図る。 

・習熟度別指導のクラス分けを工夫し指導する。自分の

考えを表現し交流し合う学習を習熟度に応じて行う。 

・自分の考えを分かりやすく表現したり、友達との交流

で考えを深めたりするよさを実感できるようにする。 

５ 

国語 

調区学力定着度調査の結果、すべての項目で目標値を上回っている。

中でも「話す・聞く能力」「読む能力」は平均正答率が90％を超え

ている。小グループで意見を伝え合う活動が効果的であったと考え

られる。 

調「話す・聞く能力」「書く能力」「読む能力」が、区の平均正答率よ

りもおよそ５ポイント上回っているのに比べ、「言語についての知

識・理解・技能」はほぼ同じである。他の能力を伸ばすためにも、

知識を定着させる指導の工夫が必要である。 

・文章を読むことや書くことに意欲的に取り組むが、言

葉の意味を正確に捉えていなかったり、作文で漢字を

使えていなかったりする様子が見られる。文字を丁寧

に書こうとする意識もやや低い。 

・音読や自分の考えの発表など、人前で話すことが課題

である。 

・授業中にも、国語辞典を使って言葉の意味を調べる機会を

多くとり、分からない言葉の意味を調べる習慣を身に付け

させる。また、月に１、２回程度、漢字の読み書きの定着を

図る時間を設ける。 

・小グループや学級全体で自分の考えや感想を発表し合う時

間を多くとり、学び合うことで考えが深まることを実感で

きるようにする。 

・習熟の差に対応できるように、学習グループの構成を工夫

したり、個別指導を行ったりする。 

・家庭学習も含め、漢字の書き取りの時間を確保することにより

漢字を正しく使えるようになっている。辞書を活用する習慣も

１学期より身に付いてきている。 

・グループで課題を調べたり、問題作りをしたりすることで互い

が活発に意見を言うようになっている。 

・友達同士で質問したり教え合ったりする姿が見られるようにな

った。 

・区学力定着度調査の結果、全ての項目において目標値を上

回っている。中でも「書く能力」については、１５ポイン

ト上回っている。４月の課題と比べると、改善のための取

組が功を奏したと考えられる。 

・前年度との比較でも全ての項目において上回っており学

力の向上が見られる。 

算数 

調区学力定着度調査の結果、すべての項目で目標値を上回った。計算

に関する領域は、平均正答率が 80％を超えており、繰り返し問題

に取り組んだ成果が出ていると考えられる。 

調基礎問題の正答率が、目標値を約10ポイント上回ったのに対し、

活用問題の正答率は約４ポイント上回るにとどまった。定着してい

る見方・考え方を使って説明し合うなど、意見の交流を取り入れた

学習をより進めていく必要がある。 

・４年生までの学習を使って考える単元が増えてきた

ため、既習事項が定着していない児童の中には、算数

に苦手意識を感じている児童もいる。 

・自分の考えを表現したり、友達の考えに関心を聞いて

自分の考えを深めたりすることに課題がある。 

・家庭学習や帯タイムで「東京ベーシック・ドリル」等を用

い、繰り返し問題に取り組み、基礎・基本の定着を目指す。 

・習熟度別のクラス分けを工夫する。ＩＣＴ機器を活用し、自

分の考えを表現し交流し合う学習を習熟度に応じて行う。 

・自分の考えを表現するときの話し方を示すとともに、理解

しようと思って聞いたり、疑問をもって聞いたりするよう

いに促していく。 

・計算ドリルやプリント等を活用することで、ほとんどの児童に

基礎・基本の定着が図られている。 

・習熟度別指導の打合せを細かく行うことで、個別の課題に対応

した指導を実施することができた。 

・友達の発表を聞くことで刺激を受け、自分も発表しようとする

意欲的な姿が見られた。引き続きＩＣＴ機器の活用の仕方を考

え、交流を通して考えを深められるようにする。 

・区学力定着度調査の結果、全ての項目において目標値を上

回っている。観点別正答率では３つの観点で１０～１５ポ

イント目標値を上回っている。習熟度別クラス編制での授

業の展開が効果を上げている。 

・活用能力をより上げるため、お互いの考えを聞き合うよう

な授業引き続き行っていく。 

６ 国語 

調区学力定着度調査の結果、ほとんどの項目において目標値を上回

っている。中でも「書く能力」「読む能力」については、６ポイン

ト以上、上回っている。４月の課題と比べると、改善のための取組

が功を奏したと考えられる。 

調「言語についての知識・理解・技能」に関しては、前年度とあまり

変化がない。前年度までの言語事項を含めた習熟を授業に組み入れて

いくことが必要である。 

学課題に対して意欲的に取り組むが、自分の考えを書くこと、

発表することに苦手意識をもっている児童がいる。 

・文章を読んで、内容を理解したり、筆者の伝えたいこ

とをつかんだりすることはできるが、筆者の考えをも

とに、自分の考えを書くことが苦手な児童がいる。 

・自分の考えを発表し、意見を共有することでさらに自

分の考えを深めたり広げたりすることに課題が見ら

れる。 

・新出漢字や言語事項のなど新しい知識の習得には意

欲的だが、着実に身に付けるために根気よく繰り返し

練習することには取組の差が見られる。 

・文章を書く際に必要なことを具体的に示し、自分の考えの

根拠を明確に示せるようにする。 

・新出漢字を学習する際、漢字の練習とともに熟語や文作り

も行うことで、文章力を身に付けられるようにする。 

・少人数の話し合いからスタートし、話し合うことで自分の

考えがより深まることを感じるようにする。そして、徐々に

学級全体の中で自分の意見を述べ合い、考えを深められる

ようにする。 

・意見文や感想文など、課題に応じた文章を書くために必要

な手順を示し、段階的に書き進めるようにしたことで、自

分の考えや思いの根拠を明確にして文章を書くことに慣れ

てきた。 

・プリント等を活用することで、新出漢字を使って文章を書

くことへの意識が高まってきた。 

・討論会などの活動を生かして、友達の考えと自分の考えを

比較しながら意見を述べることができるようになってき

た。 

・区学力定着度調査の結果は、全国平均を下回る項目が多く

あった。特に言葉についての理解が低く、目標値を５ポイ

ント以上下回っていた。漢字の読み書きや作文の項目で

は、目標値を５ポイント以上上回っていた。国語科の授業

改善のほか、漢字の習熟を図るための課題に取り組ませる

ことなどの成果が表れたものと考えられる。 

・「話合いの内容を聞き取る」については、個人差が大きい

ことが明らかとなった。メモの取り方や聞き方について、

個に応じた指導の在り方を検討していくことが課題であ

る。 



算数 

調区学力定着度調査の結果、概ね目標値を上回っているが、領域別に

みると「数量や図形についての技能」において、目標値を下回って

いる。また、活用と基礎の別で見ても、基礎の値が目標値を下回っ

ている。さらに、習熟度別クラス編制での授業の展開の工夫が必要

である。 

調活用能力をより上げるため、お互いの考えを聞き合うような授業

をもっと増やしていく必要がある。 

学課題に対し、真剣に取り組もうとする姿勢が見られる。しか

し、中には算数に苦手意識をもっている児童もいる。 

・図形の定義や性質に対する理解に課題が見られる。 

・算数に対する興味・感心に差が見られ、習熟度に応じ

た指導が必要である。 

・四則演算の習熟に差が見られる。 

・短時間の学習時間を基礎・基本の定着の時間とし、プリント

や「東京ベーシック・ドリル」などで反復練習をする。理解

度を高めることで算数に対する苦手意識をなくし、次の学

習意欲につなげていく。 

・習熟度の差が開かないように、習熟度別クラスの編制を単

元ごとに行い、個人に合ったペースで学習できる体制を整

える。 

・図形の学習の際には、ＩＣＴ機器を活用する等、実際に図形

を作成するなどの操作的活動を取り入れ、図形への理解を

深めていく。 

・東京ベーシック・ドリルや計算ドリルの学習を家庭学習と

し、反復して復習することで、計算の処理の速度は速くな

ってきた。 

・習熟度別のクラス編成を行い、習熟度に合わせた練習問題

を行うことで、基礎力を養えるようにしてきた。 

・ＩＣＴ機器を活用し、具体物の操作等を積極的に取り入れ

た学習活動を工夫することで、算数への関心が高まってき

た。 

・フォローアップシートを活用し、個に応じた指導をさらに行っ

ていく。 

・区学力定着度調査の結果から、全国の平均正答率をした回

った。特に、分数のわり算とかけ算、さらに量と測定の分

野で単位の変換に関する問題では、多くの項目で目標値を

５ポイント以上下回った。図形に関しては。理解が高く目

標値を５ポイント以上上回っていた。成績上位層と下位層

の二極化が顕著である。 

・「東京ベーシック・ドリル」を軸とした基礎的・基本的な

力の定着をさらに進めていく必要がある。 

音
楽 

・発達段階に応じた題材を用意し、ねらいや目標を明確にすることで、技能の定

着の傾向が見られる。 

・鑑賞領域で多様な音楽に触れることで、音楽への見方を広げつつ、器楽合奏の

技能向上につなげていく必要がある。 

・楽曲に対する思いや意図を演奏後に口頭で発表したり、ワークシートに自分な

りの言葉で表現したりすることができる児童が多い。 

・基礎的な学習事項の習得状況にばらつきが感じられ

る。特に、自分の力で楽譜を読んで演奏を行うこと、

発声方法を工夫して自然で無理のない発声をするこ

とは課題である。 

・高学年の学習において、ペアやグループで主体的に 

学習活動に取り組むことに課題がある。 

・読譜の力をつけるため、楽譜を読む場面で適宜音階の復習

に繰り返し取り組む。また、発声では、歌唱指導中に発達段

階に応じた頭声発声のポイントを伝えていく。 

・ペア、グループ活動を計画的に取り入れる。課題のもたせ方

を工夫し、児童が意欲をもって取り組めるようにする。 

・器楽の学習では、自分で階名唱する時間を意図的に取り入

れることで、少しずつ読譜力が定着してきたように感じ

る。 

・ペアやグループの活動を行う機会を授業の中で意図的に取

り入れている。児童が進んで活動に取り組むことができる

クラスも出てきたが、主体的に活動できないクラスもある

ので、引き続き取り組んでいく。 

・特に中学年において、読譜の力がついてきたように

感じる。児童の達成感にもつながっているので、こ

れからも継続的に取り組んでいく。 

・ペアやグループ学習を意図的に取り入れることで、

活動を通して自分たちで課題を見付け取り組むこと

ができるようになった。しかし、中にはグループで

活動をすることができない児童もいるので、引き続

き取り組んでいく必要がある。 

図
工 

・各学年、活動全体の見通しをもたせることは引き続き必要である。また、完成

のイメージを高められるように、発想のポイントを示し、参考作品なども適宜

見せていく必要がある。 

・各学年、友達の活動や作品に興味をもち、良いところをよく見られるようにな

ってきた。また、自分の活動に取り入れたり、さらに工夫したりする児童も見

られるようになってきた。 

・題材からつくりたいものを思いつく発想力はあるが、

作り出す前に、完成のイメージをもって制作するなど

見通しをもって活動することに課題がある。 

・制作途中で、いろいろ試したり工夫したりして、より

よいものにしようと追究する力を培っていく必要が

ある。 

 

・導入の工夫や参考作品の提示のタイミングを工夫し、活動

の見通しや完成のイメージをもたせる。 

・制作途中で他の友人の作品やアイディアを紹介したり、児

童自身が自分の思いに合わせて材料や用具、表し方を選ん

だりし、納得いくまで試みられるような場の設定を工夫す

る。 

・失敗を恐れないように、試したり、繰り返しつくりかえたり

できるような学習過程を工夫する。 

・資料や参考作品の提示とともにワークシートに活動計画を

書かせることで、見通しをもって活動できる児童が増え

た。 

・活動や児童の動線に応じて、場の設定を変えて授業をした

ことで、よりよいものを追究しようとする姿が見られるよ

うになってきた。 

・題材や材料を工夫して、児童が試行錯誤できるように計画

を立てながら活動できるよう、引き続き取り組んでいく。 

・毎時間の導入時に、全体を見通した本時のめあてを明確にしてきたこと

から、計画的に活動を進められる児童が増えてきたが、まだ個別に声が

けが必要な児童がいるので引き続き指導していく。 

・活動の動線や場の設定の工夫とともに、材料の与え方の工夫もしていく

必要がある。 

・題材や材料を工夫して、児童が試行錯誤できるように

計画を立てながら活動できるよう、引き続き取り組ん

でいく。 

     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。   


