
■ 学校の共通目標  

授業作り 
重 

点 

○児童が意欲的に学習に取り組むための、タブレット端末を活用した授業

づくりの工夫を行う。 

○基礎・基本の定着のための指導方法の工夫を図る。 中
間
評
価 

○タブレット端末の有効的な活用について、校内研
等で実践的研修を行い、指導方法の改善を図って
いる。 

○デジタルドリルやプリントを活用し、繰り返し学
習を行い、基礎・基本の定着を図っている。 

最
終
評
価 

 

環境作り 
○学習活動等のきまりをわかりやすく定めて指導を行う。 

○本に親しむ環境づくりを行い、語彙力を高めていく。 

○タブレット端末等も活用して、毎日の家庭学習を定着させる。 

○ＵＤの視点できまり等の指導を行っている。 

○読書旬間等を通して本に親しむようにしている。 

○どのクラスも毎日家庭学習を行っている。 

 

■ 学年の取組内容 

２ 国語 

学漢字の学習や家庭学習の音読の課題に、意欲的に取り

組む児童が多い。一方で、タブレット端末とノートを

活用した新出漢字の学習の仕方に難しさを感じてい

る児童が多く見受けられる。 

学短文を書く学習では、読点や句点、拗音や促音、撥音、

助詞の使い方に課題がある児童が半数程度いるなど、

まだ十分に身に付いていない状況である。 

学読書活動に対しても、概ね意欲的である。読み聞かせ

では、話の内容に興味をもって聞く姿が見られる。 

・語彙力が十分でないため、言葉集めや文作りに

自力で取り組める児童は少ない。身近なことを

表す語句の量を増やし、語彙を豊かにすること

が必要である。 

・文を正しく読んだり書いたりする力を伸ばし

ていく。 

・間違い探しや迷路、図鑑などを好む児童が多

い。文字の多い本は、学級に置いていても手を

伸ばす児童が少ない。 

・授業の中で、言葉集めや文作りを一緒に行う。児童

が多く言葉を集められそうな新出漢字は、なるべく

自力で取り組ませる。１学期中に、新出漢字の学習

の仕方を定着させる。 

・間違いのある文を示し、間違いを見付けて直すなど、

児童が楽しみながら取り組むことができる活動を、

授業の始めの５分間やモジュールの時間などに取り

入れる。 

・いろいろな本があることを教え、図書館支援員と連

携をとり、本を手に取りやすい環境を整える。 

・新出漢字を学習する際に、自力で言葉集めを行えるように

なってきている。言葉を発表できる児童は限られるが、発

表された言葉をメモする時間を設けることで、全体で語彙

を増やせるようにしている。 

・句読点の打ち方、助詞の使い方にまだ課題がある児童が数

名いるが、間違い探し形式で示すと見付けられることもあ

る。自分で書く際にも意識できるよう声をかけていく。 

・国語の教科書に出てくる教科書の関連図書には興味をもっ

ている。ブックトークや一部読み聞かせをして、続きを読

みたくなるよう工夫した。 

 

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 

学読書をすることが好きな児童が多い。読書の時間を設

定すると、長時間読み続けることができる 

学平仮名五十音はほぼ身に付いているが、促音・拗音の

読み、片仮名の書きに課題がある児童が２割いる。 

学文章を書く学習に苦手意識をもっている児童が多い。

３文程度の文章を書ける児童は６割である。 

学漢字の学習には大変意欲的で、９割の児童がほぼ書け

るようになっている。 

 

・音読では、語のまとまりをつかめずに、拾い読

みになっている児童が数名いる。語のまとまり

を捉えられるようにする必要がある。 

・片仮名を文章の中で使うことができるように

していく必要がある。 

・漢字を視写したり、意味を理解して使ったりす

る力を伸ばしていく。 

・学習用具の準備や鉛筆の持ち方、姿勢保持につ

いて指導していく必要がある。 

・発達段階に即した本を紹介し、読み聞かせを行った

上で児童の興味・関心を引き付ける。 

・国語の授業では必ず音読する時間を設ける。 

・片仮名を使う文を作る学習を取り入れる。 

・タブレット端末のデジタルドリルを活用して書き順

を確認しながら漢字の練習に毎日取り組む。 

・机上に置く学習用具を少なくし、自分で管理できる

ようにする。姿勢保持は、繰り返し声をかけていく。 

    

算数 

学１０までの数の計算は、たし算とひき算の答えを確実

に求めることができるようになった。 

学繰り上がりのあるたし算で考え方を理解し、説明する

ことができた。 
学たし算やひき算の文章問題では、文章を読み取り状況

を理解する力が十分身に付いていない。 
学時計の読み方が、定着しない児童が数名いる。 
 
 

・難しい計算でも指を使わずに計算ができるよ

うに指導していく必要がある。 

・繰り上がりのあるたし算の計算方法が分かっ

ていても時間がかかってしまう児童が見られ

るので、素早く計算できる力を伸ばしていく。 

・問題文を読まないで数字だけを見て立式する

児童が見られるので、題意を理解して立式でき

るように指導していく必要がある。 

 

・毎日、短時間でも基礎的な計算に取り組む時間を作

り、指を使わなくても計算ができるようにしていく。 

・児童が飽きないように、計算練習の方法を工夫する。

（時間を図る、ゲーム形式にする、同じ問題を繰り返   

す。） 

・問題文がどんな状況を表しているのかを説明させ

る。 

・問題作りをして、たし算、ひき算がどのような場面

で使われるのかを考えさせる。 

・タブレット端末のデジタルドリルを活用し、繰り返

し計算練習をする。 

 

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】                                              新宿区立花園小学校 （様式 1） 



算数 

学繰り上がりのあるたし算、繰り下がりのあるひき算の

計算には時間がかかったり、やり方を忘れてしまって

いたりする児童が数名いる。１０までのたし算、ひき

算は概ね定着している。 

学文章問題は、平易なものでも自力では読み取ることが

難しい児童がいる。 

学ノートの使い方が定着せず、個別指導を要する児童が

数名いる。 

・指を使わないと計算が難しい児童がいる。繰り

上がりや繰り下がりの概念を理解させる必要

がある。 

・問題場面を正しく捉えさせる必要がある。 

・ノート指導が徹底できていない。ホワイトボー

ドにノートと同じマス目を提示して書いてい

るが、視写が難しい様子も見受けられる。 

・毎日プリントなどで練習を積み重ねていく。繰り上

がりや繰り下がりの概念については、半具体物など

を使用しながら丁寧に指導していく。 

・教科書の問題場面を読み解きながら、練習を重ねて

いく。文章問題を自分で作る活動を取り入れる。 

・引き続きノートと同じマス目を示しながら丁寧に指

導し、１学期中には視写ができるようになることを

目指す。 

・繰り上がり、繰り下がりのあるたし算、ひき算はほとんどの

児童が身に付けられたが、時間が経つと忘れてしまうこと

があるので、復習プリントを用意して家庭学習で継続的に

取り組ませている。 

・文章問題作りには楽しんで取り組んだが、問題に必要な要

素を理解できていない児童が数名いた。友達の作った問題

を解くことで、少しずつ気付けるようになった。 

・２冊目のノートになり、同じマス数ではない児童が増えた

が、板書と文字数がずれても１冊目のノートで身に付けた

力を生かして書き写すことができている。 

 

３ 

国語 

調新宿区学力定着度調査の結果では、区の平均正答率よ

り 22ポイント下回った。活用問題は 25ポイント、記

述問題は 22 ポイント下回っている。問題に取り掛か

るきっかけに時間がかかったり、文章読解ができず

に、本題に入れなかったりする児童も多数いる。 

調「話し手が知らせたいことを落とさないように聞く」

の正答率が低く、聞くことに課題のある児童が多いこ

とが分かる。読解に時間がかかり、文章を書く課題ま

で到達しない児童が多い。 

学提出される課題やノート、ワークシートへの記入の様

子から、書字に困難さを抱えている児童が多数いる。

漢字だけでなく、平仮名、片仮名の定着も十分でない。

その一方で、夢中で本を読んだり辞書で言葉探しを楽

しんだりする児童も多い。 

・国語に対する意欲を高める必要がある。 

 

 

・文字を正しく読んだり、書いたりする力を伸ば

していく必要がある。 

 

 

・文章を読解する力を高めるために、語彙を増や

す必要がある。 

 

 

・集中して話を聞く力を高めるとともに、聞く姿

勢についても改善していく必要がある。 

・国語に抵抗感をなくすために、言葉集めや聞き取り、

書くことを楽しんで行うミニ遊びの時間をモジュー

ルの時間に設定する。 

・３行日記を書く活動を継続したり、間違いのある文

章（誤字・脱字・ねじれ等）を提示し、間違い探しを

行いながら文章を書き換える活動を取り入れたりす

る。 

・児童一人一人が国語辞書を手元に持つようにし、授

業中に分からない言葉を国語辞典で調べられるよう

にする。また、学級で調べた言葉を「３の１じてん」

とし、教室に掲示する。 

・姿勢の崩れを改善するため、授業始めのあいさつ時

に「姿勢の合言葉」をつくり、実践していく。「話し

ている人を見る」ことを常に意識させたり、話の中

心を反復させる活動を取り入れたりする。 

・モジュールの時間には主に漢字学習を行っており、その中

で言葉集めも行っている。後期は、漢字の定着や語彙を増

やしたり使いこなしたりすることに焦点を当て、漢字のミ

ニテストや言葉遊びを、曜日を決めて実施する。 

・３行日記は行えていないのが現状である。土日の家庭学習

に取り入れ、文章構成を学べるようにする。 

・一人一冊国語辞典を持たせたことで、様々な学習の際、分

からない言葉が出てくると「辞書だ」という合言葉と共に

辞書を引く姿が見られる。今後も継続して行う。 

・「姿勢の合言葉」は定着しているものの、慣れから不十分

な様子が見られるようになってきた。再度、確認し徹底す

る。また、指示を出す前に教師に注目させたいとき、言葉

なしに合図を出す方法を学級で決めた。後期も、この合図

の定着を図りながら、人の話を聞く姿勢を育てていく。 

 

算数 

調新宿区学力定着度調査の結果では、区の平均正答率

より 16ポイント下回った。領域別で見ると、「測

定」では 24ポイント、「数と計算」では 14ポイント

下回っていることから、算数を苦手としている児童

が多いことが分かる。実際に、測定や操作をしなが

らでないとイメージ化することができない児童が多

数いる。また、実生活での算数的経験と結び付けて

いくことが必要である。 

調問題内容別では、「ひき算」が 20ポイント、「長さ・

かさ」「時刻と時間」が 23ポイント下回っている。

基礎計算や測定を繰り返し行う必要がある。 

学文章を読み取れず、問題を解くことに困難を感じてい

る児童がいたり、「算数」というだけで壁を作り、取り

組むことが難しい児童もいたりする。その一方で、算

数に興味関心が高く、既習事項から新たな課題を解決

しようとすることを楽しむ児童もいる。 

・「算数」への興味関心を高め、抵抗感を少しで

もなくす必要がある。 

 

・基礎計算の定着を図る必要がある。 

 

 

・問題を正しく読み取れるようになる必要があ

る。 

・算数文具を正しく使えるようになる必要があ

る。 

・算数遊びを授業の始めや家庭学習に取り入れたり、

児童の興味関心のある事柄から学習問題をつくった

りする。 

・毎日、計算問題の課題プリントを実施する（家庭学

習含む）。また、第２学年までの既習内容も取り入れ

る。 

・問題文を丁寧に読み解き、図に表したり、劇化した

りする活動を取り入れる。 

・算数文具については、定期的に使い方を確認する時

間をとる。また、実際に測定、測量する活動を取り

入れ、体験から実感を伴えるようにする。 

 

・算数遊びはできていないものの、学習問題を途中まで示

し、その続きを考えさせたり、生活経験を学習問題にした

りすることで、楽しみながら学習をする姿が増えてきた。

後期も継続して行い、算数への抵抗感を少しでもなくして

いく。 

・算数問題の課題は、毎日実施できている。直しを学校生活

の合間に行い、個々の課題を解決している。今後も継続し

て行う。また、過学年のデジタルドリルにも取り組む時間

を設け、さらなる定着を図る。 

・問題文を正しく読み取ることが困難な様子も見られるが、

具体化することで理解できるようになってきた。劇化や図

示、具体物の利用を今後も行っていく。 

・算数文具の使用方法の定着はなかなか進んでいない。児童

に直接指導を行うだけでなく、保護者に伝え、家庭での学

習を見守ってもらえるようにする。 

・実際の測定、測量体験は、児童の興味関心を高めることへ

も効果的であった。今後も取り入れていく。 

 



４ 

国語 

調新宿区学力定着度調査では、「話すこと・聞くこと」

以外の全ての領域において区の平均を下回ってい

る。特に「書くこと」は、区の平均を 22.8ポイント

下回っており、文を書くことに課題や苦手意識のあ

る児童の多いことが分かる。日頃の授業の様子から

も文章を書くことに前向きでない様子が見られる。

その前提として「漢字を書くこと」「漢字を読むこ

と」「言葉の学習」がそれぞれ区の平均より、9ポイ

ント・9.3ポイント・18.8ポイント下回っており、

国語における基礎的な学力の定着が不十分なために

文章を書く力が十分に身に付いていないことが分か

る。 

学 授業の様子を見ると、示された課題はこなすが、

深く考えることなくとりあえず解答していることが

多い。語彙が不足しているので、問題の意味を理解

することが難しいこともある。 

・語彙数を増やす指導を行う必要がある。 

 

 

 

・説明的文章に触れさせ、文章と文章のつながり

や文章構成の特徴を考えたり、そこから筆者の

考えを読み取ったりする指導を行う必要があ

る。 

・書くことの抵抗感を減らし、書くことの力をつ

けていく。 

・主語、述語のつながりや接続語のはたらき、文

章の長さを考えさせる指導を行ったり、文章を

書く場面を増やしたりする必要がある。 

・国語辞典を机の横に常備することで、意味が分から

ない言葉はすぐに辞典を引く習慣をつける。また、

簡単な辞書遊びを取り入れて、辞書に親しむことが

できるようにする。 

・児童の興味に沿った説明文を授業で扱うことで、興

味をもって文章を読む時間を確保する。 

 

 

・毎日、振り返りの日記を書くことで、書くことへの

抵抗感を減らす。 

・手紙など目的をもって文章を書く機会を増やし、力

を付けていく。 

・漢字の学習は毎日定期的に進め、前期には全ての学

習を終える。繰り返し練習することに重点を置き、

定着を図る。 

・難解な言葉に出会った時は、自然に辞書を引く習慣

が付いてきた。辞書を引くと目的の言葉の前後にも

目が行き、そこから新しい学びが広がっている様子

が見られる。 

・総合的な学習の時間で福祉の分野を学ぶ計画があ

り、導入する前に点字に関する説明文を取り入れた。

すると、身の回りの点字に興味をもち、調べ学習を

始める児童もいた。 

・振り返りの日記を継続して書くことで、少しずつ書

くことに慣れていき、書く分量も増えていった。 

・交流先への手紙を書く機会があったが、メッセージ

になってしまったので、後期は手紙を書く学習や機

会を設ける。 

・前期で４年生の新出漢字の学習を終えた。すすんで

習得していく児童がいる一方、覚えることに困難を

抱えている児童もいるため、個別対応が必要である。 

 

算数 

調新宿区学力定着度調査では、全ての領域において区の

平均値を下回っており、特に「かけ算」で 18.9ポイン

トと大きく下回っている。学習の意欲は必ずしも低く

なく、学習したその場での理解は一定程度できるが、

定着が難しい。特に、九九を含めた計算の基礎的知識

や技能の定着が低いために、全ての領域に対して、課

題が生じていると考えられる。 

学国語でも同様の傾向が見られるが、問題を正しく読み

取る力に課題があり、問題場面を自力で正しく読み取

る力が身に付いていない。正しく答えを導き出すため

に、新しい単元の学習と同時に、常に基礎的な計算力

を高めるために、ドリル学習や反復学習に取り組むこ

とで、重点的に基礎的な学力の定着に取り組む必要が

ある。 

学四則計算に課題がある。かけ算九九にも時間がかか

る。かけ算の筆算においても、繰り上がりの足し算で

時間がかかり、正解に結び付かないことが多い。 

・基本的な計算力をつける必要がある。 

 

・第３学年までの四則計算の復習を行いながら、

第４学年の学習を積み重ねていく必要がある。

特に、かけ算九九は急務である。 

・図形をかく際に必要な用具の扱い方を日常的

に指導したり、手先の動きをスムーズに行える

ように手先の運動を行ったりする必要がある。 

・ノートの使い方の指導を続ける必要がある。 

・算数の授業の始めには、必ず基本的な計算練習を取

り入れる。（特にかけ算九九） 

・児童の学力に合わせて、課題を用意する。 

・タブレット端末のデジタルドリルを活用して、基礎

力を付ける。 

・計算をするときには常に定規を使うなど、日常的に

用具を使う経験を積む。 

 

・ノートを書く時は、必ず定規を使って線を引くこと

を徹底する。 

・ノートの書き方は、見本を貼っておくことで常に意

識できるようにする。 

・計算単元の時には、基本的な計算練習を継続して行

い成果が見られたが、図形単元になると時間を確保

することが難しかった。 

・少人数で学力に合わせたグループ分けができている

ので、個々にあった課題を出すことができている。 

・タブレット端末のデジタルドリルは使いにくい面も

あるため、プリントを多数用意することも行って、

基礎力を付けている。 

・定規・下敷きなどの使用は継続して指導していく。 

・ノートの基本的な使い方は定着してきた。後期は、

自分の考えや授業で学んだことを分かりやすくまと

める方法を指導していく。 

 

５ 国語 

調区の平均正答率より 4.5ポイント上回った。特に、

「話すこと・聞くこと」「書くこと」では、8ポイン

ト以上平均正答率を上回っており、身に付いている

ことが分かる。 

調「読むこと」は、区の平均正答率を 2.6ポイント上

回っているとともに、目標値を 10ポイント以上上回

っており、しっかり力が付いていることが分かる。

しかし、「説明文の内容を読み取る」はやや区の平均

を下回り、苦手としている様子も見られる。 

調漢字を読む、書くについては、どちらも区の平均正

答率を下回っていることから、苦手としている児童

が多く、課題が見られた。 

学漢字の学習の様子を見ると、学習した漢字を日常的

に使用することができない児童が多く見られた。漢

字に触れる機会を多く設定し、漢字自体に興味関心

をもつことができる手だてを考える必要がある。 

・自分の意見や考えを整理して書くことのでき

る児童は多いと感じる。さらに論理的に書く力

を伸ばしていくために、文章の構成を意識させ

るよう指導する必要がある。 

・だいたいの内容を読み取っている児童は多い

が、読み取ったことを叙述に沿ってまとめるこ

とができるように指導する必要がある。 

・既習の漢字について正確に書き取る力を伸ば

す必要がある。 

・文学的作品や説明的文章に触れさせ、文章から想像

を膨らませる楽しさを味わったり、文章と文章のつ

ながりを考えたり、叙述に沿って内容をまとめたり

する学習に取り組む。 

・読み取りを行う際に、本文を意識させ、順番を整理

しながら正確にまとめるよう指導するとともに、短

い文章にまとめる機会を増やすなどし、定着を図る。 

・毎日の家庭学習で漢字の練習に取り組み、文字の練

習だけでなく、熟語や短文を作るなどの活動を課し、

定着を図る。 

・実施する漢字小テストで、９０％に到達しなかった

児童に対して再テストを実施し、繰り返し練習させ

る。また、デジタルドリルを家庭学習の課題として

出し、習熟を図る。 

・文学的作品や説明的文章を題材にした家庭学習に毎日取り

組み、文章を読み取る力は少しずつ付いている。継続して

取り組んでいることで、語彙も少しずつ増えてきた。情景

描写や地の文から心情などを読み取ることを苦手にしてい

る児童がいるので、今後も指導していく。 

・自分の伝えたいことや考えが相手に伝わるよう、論理立て

ることを指導している。朝の会などでスピーチを行い、論

理立てて相手に伝えることを指導しているので、継続して

いく。 

・漢字の家庭学習は、毎日ほぼ１００％に児童が提出をし、

意欲をもって取り組むことができている。ノートを書くこ

とや小テストに向けて学習することへの意識は高いが、普

段、文章を書く際に既習漢字を使うことできていないこと

が多いので、その都度指導を続けていく。 

・デジタルドリルを活用し、漢字の学習に取り組んでいる。

小テストの平均点は８割程度なので、今後も定着を目標に

しながら指導を続けていく。 

 



算数 

調「数と計算」「図形」「データの活用」領域は、区の

平均正答率も目標値も上回っているため、比較的身

に付いていることが分かる。また、昨年度の当初苦

手としていた「図形」「計算」領域は、区の平均正答

率を上回ったことから、力が伸びてきていると言え

る。 

調「変化と関係」領域は、目標値は上回っているもの

の、区の平均正答率より 6.3ポイント下回っている

ため、苦手な児童が多く、課題が見られた。 

学２つの数量の関係を、もとの大きさの何倍になった

かを比べることを苦手にしている様子が見られる。 

・計算の力は着実に付いているので、さらに速く

正確に計算する力を伸ばしていく。 

 

 

 

・グラフや表から、数値の変化の様子や、２数の

関係や規則性を意識し、分析できるよう指導す

る必要がある。 

・東京ベーシック・ドリルや、デジタルドリルを活用

し、前学年までの学習内容の復習を行い、理解の定

着を図る。 

・家庭学習でデジタルドリルを活用し、繰り返し計算

などの演習を行うことで習熟を図る。 

・算数だけでなく、理科や社会の学習でも必要な情報

を選び、読み取り、活用して問題解決できるよう指

導する。 

・デジタルドリルと合わせて、計算練習用のプリントを活用

しながら理解および習熟を図っている。通分や約分の含ま

れる分数のたし算やひき算でつまずいている児童が見られ

るので、継続して指導を行い、定着を目指していく。 

・理科や社会などを含めた様々な学習で資料の読み取りを行

っている。注目すべき点や読み取る際の視点を伝えること

で気付きが増えたり、傾向を読み取れたりする様子が増え

てきた。今後も継続して指導するとともに、自分でも表や

グラフを用いてまとめることができることを目標にしてい

く。 

 

６ 

国語 

調新宿区学力定着度調査では、領域別正答率では全て

の領域で、内容別正答率では「漢字を読む」「漢字を

書く」を除く全ての項目において、区の平均正答率

を下回った。評定別人数比で３が 29.2％であり、区

の平均より 20ポイント以上下回った。意識調査では

約半数の児童が学習内容の振り返りができていない

と答えており、学年全体の国語の学習方法に課題が

見られた。 

調「漢字を読む」では正答率が 100％、「漢字を書く」

でも目標値を 7.5ポイント上回っており、学習した

漢字の読み書きが確実に定着をしている様子が見ら

れる。 

学提出される課題やワークテストの状況を見ると、漢字

の書き取りは身に付いていても、語彙力の不十分さと

相まって、自分の考えや違う文章中で活用することが

十分でない状況が見られる。 

・漢字の書き取りについては一定の定着が見ら

れるため、その漢字の使用した熟語や単語に多

く触れることで、語彙力を高める。 

 

・学習を通して自分自身の身に付けた力を理解

し、振り返ることができるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

・文章を書いたり、自分の考えを表現したりする

力を伸ばし、決められたテーマに沿った適切な

文章を書ことができる力を伸ばす。 

・新出漢字の学習では、漢字そのものの字形や読みを

覚えるだけでなく、なるべく多くの熟語や単語を辞

書などを使って調べ、例文作りに取り組み、語彙力

の向上を図る。 

・単元の終末、学期ごとに振り返る活動を行い、一つ

一つの成長を記録することで、自分のできるように

なったことをいつでも見返すことができるようにす

る。 

・毎時間の授業と、単元の終末に必ず学習を振り返り、

１時間、単元全体を見通して学んだことを見つけ出

し、短くまとめて書いたり話したりする取り組みを

行う。自分自身が身に付けた力をメタ認知できる力

の獲得を図る。 

・行事に対する意気込みや振り返り、校長講話の要約、

おすすめの本の紹介など、毎週必ず短い作文に取り

組み、決められた時間や文字数の中で、記述する学

習を行う。 

・新出漢字の学習では、書き取りだけでなく意味や熟

語調べに学習を広げたことで、学習への意欲は高ま

っている。より知識を定着させるために、反復練習

にも重点的に取り組んでいく。 

 

 

 

 

・学習の振り返りを習慣化することで、視点に沿って

振り返ることができるようになってきている。継続

して取り組むことで、自分自身が身に付けた力を認

知できるようにする。 

 

・文章を書く機会は意図的に設定しているが、苦手意

識や面倒臭さから短文しか書かない様子が見られ

る。良いモデルの提示をすることで、文を書くこと

への意欲を高めたい。 

 

算数 

調新宿区学力定着度調査では、領域別正答率では「数

と計算」で区の平均を 0.6ポイント、内容別正答率

では「整数の仲間分け」「分数と少数」「分数のたし

算・ひき算」で区の平均を上回った。特に「分数の

たし算・ひき算」では区の平均を 10ポイント上回っ

ており、基礎的な知識や演算が定着していることが

分かった。 

調領域別正答率では、特に「図形」と「変化と関係」

において区の平均を大きく下回っており、題意を正

しく理解し、状況を整理して考えることに課題が見

られる。また評定別人数比に二極化が見られ、個々

の力にばらつきが多い。 

学提出される課題やワークテストの状況を見ると、基礎

的な四則演算の技能や、用語などの知識には一定の定

着が見られるが、文章題の題意を捉えることや、自分

自身の力で題意に沿った演算を決定する力がまだ十

分に身に付いていない状況である。 

・学年相応の計算力を身に付けることができて

いるので、計算の反復練習だけでなく、自身で

題意を捉え正しく立式する力を身に付けるこ

とができるよう指導する必要がある。 

 

 

・習熟度別指導により、算数の学習の個別最適化

を進め、苦手意識のある児童には基礎的な学力

の定着を、基礎的な力を習得している児童には

更に力を伸ばすことを図る。 

・文章題では、国語の学習と並行して、問題文を正し

く読み取ることに時間をかけ、問題演習に取り組む

ことができるよう授業を計画する。具体物が用意で

きるものは必ず具体物やタブレット端末を使って操

作することができるよう準備し、全ての児童が題意

を正しく捉えることができるようにする。 

・東京ベーシック・ドリルやタブレット端末を活用し、

常に過学年の学習を振り返りながら新しい学習に取

り組むことができるようにする。また、授業中は個

別解決の時間を設け、自身で目標を立て、個別の目

標を達成するための学習時間を設けることで達成感

を味わいながら、学習に意欲的に取り組むことがで

きるようにする。 

・題意を捉える力は、継続して指導する必要がある。

具体物やデジタル教材などを準備することととも

に、文章を簡単な図やイラストに表す活動を取り入

れることで、正しい読み取りができているかどうか

を確かめ、次時からの学習活動に生かす。 

 

・タブレット端末を使うことで過学年の学習はいつで

も振り返ることができるようになったが、現在の学

習とのバランスをとって取り組むことができていな

い。自分自身の課題を正確に捉えることができるよ

うに、引き続き、授業ごとの学習のめあての作成と

振り返りに確実に取り組むようにする。 

 



音
楽 

＜１学年＞ 音楽室での学習に全員が楽しく参加できるように、

繰り返しの声掛けによるルールの徹底、リズム遊びを中心に進

めている。 

＜２学年＞ １学年で学習したことを生かして発展させながら学

習内容を進めている。音楽を聴きながら意味のある身体表現を

伴い、身体全体で感じ取れるような活動を進めている。 

＜３学年＞ リコーダー導入時期として、コロナ禍の状況を踏ま

え、学習内容を組み替えて進めるよう計画している。基礎基本

と音楽の内容を考慮し、力を付ける時期と捉えている。 

＜４学年＞ 前年度より鑑賞の学習に言語活動を組み入れた学習

を積み重ねている。既習のスキルを、表現、鑑賞の両面に生か

し、意欲的に取り組めるよう進めている。 

＜高学年＞ 鑑賞を中心に、そのよさや美しさに多く触れること

で、これからの音楽学習の底力になるよう学習を進めている。

その中でも、一人一人が目標をもち、自分の力を伸ばそうとす

る意欲が見られる。表現領域の学習では、互いの表現を認め合

い自らの表現に生かしていけるように力を付けられるよう進め

ている。また、総合的な学習の時間ともリンクして活動を組み

立てているところである。 

＜１学年＞ 就学前の音楽経験の違いは顕著だ

が、全員が楽しんで新しい学習に取り組もうと

しているため、意欲を引き出す学習活動を考え

るとともに、車いすで過ごす児童と共に、でき

る限り体を動かすことができる活動を組み込

んだ教材開発をしていかなければならないと

考えている。 

＜２学年＞じっくりと落ち着いた学習活動が難

しい場面がある。 

＜３学年＞ 全体としては歌声に自信をもち音

楽を楽しんでいるが、個性が強く、自我が強か

ったり、個別支援が必要だったりする児童も数

名いるため、集中できる時間の確保が必要だと

感じる。 

＜４学年＞ 個の思いが集団の雰囲気によって

消されてしまいかねない場面が時折見られる。

学習の機会を確保すること、意欲を持続し向上

させることができるよう、学習活動に工夫をし

ていくこともが必要だと感じている。 

＜５学年＞ 全体としては意欲も音楽の力も育

っているが、周りの学習意欲や状況に明らかに

ついていくことが難しい児童がいる。個の力、

個別学習計画も重要だと感じる。 

＜６学年＞ 音楽への思いや力はもっていても、

発言したり表現したりすることをためらって

しまう児童がいる。学級の雰囲気をさらに明る

くしていく活動の導入を考えている。 

＜１学年＞ 体の動きを伴った学習については、手遊

び歌やいくつかのパターンを選んで活動できるよう

に工夫していきたい。また、一人一人に丁寧な声掛

けを繰り返し、自信をもって学習に参加できるよう

にする。 

＜２学年＞ グループ活動などを活用して、友達との

関係性や個人の責任を体得させていく。また成功体

験を積み重ねながら、学級全体の音楽の力と音楽学

習への意欲を高めていくようにする。 

＜３学年＞ 一人一人の個性を大切に、スモールステ

ップで内容を繰り返しながら支援を必要とする児童

への対応をしていくようにし、誰もができるルール

を作り、全員が４５分間の音楽学習を充実したもの

にできるようにしていく。まず、やる気を引き出す

ために魅力的な教材開発をする。 

＜４学年＞ 互いを認め合える関係をつくるために

も、この力を確実にしていくことを心掛けていく。 

＜高学年＞ 互いのよさを引き出し、認め、高め合え

る関係を築いていけるよう、時間ごとに学習の意義

や目的を明確にし、一人一人が自らの目標をもって

より主体的に学習に取り組めるようにしていく。 

＜１学年＞11月の音楽会に向けて楽しみながら音楽に

親しんでいるところである。互いにコミュニケーシ

ョンをとり合い、音楽をつくり上げることを目指し

て声かけをしている。 

＜２学年＞11月の音楽会に向けて一人一人の音楽の力

を高めつつ、互いの音をしっかりと聴き、合わせて

演奏することを目指している。 

＜３学年＞11月の音楽会に向けて今年度始めたリコー

ダーの演奏を確かな力にすること、何より音楽をみ

んなで楽しむことを目指している。 

＜４学年＞11月の音楽会に向けての二部合唱や本格的

な合奏を通し、自分のパートを確実にすることによ

ってハーモニーをつくることができるということを

実感できるよう支援している。 

＜５学年＞11月の音楽会に向けて、曲への愛着をもち

つつ演奏するだけではなく、聴き手に向けて思いの

共有や楽しんでもらおうというエンターテインメン

ト性にも着目して支援している。 

＜６学年＞11月の音楽会に向けて、一つの行事を成

功させるために最高学年としての自覚と責任を感じ

てもらいたいと指導している。また、日本の伝統楽

器を西洋の音楽とコラボさせた楽曲を経験すること

で、文化の底の広さを感じてもらいたいと声がけし

ている。 

 

図
工 

＜1学年＞ 

・小学校での図工の授業に期待をもって、意欲的に取り組ん

でいる。 

＜２学年＞ 

・意欲的に活動に取り組んでいる。 

・思考や技術面で差が大きく一斉指導が難しい場面がある。 

＜３学年＞ 

・学習規律が乱れている。（話す、聞く、活動の際の態度な

ど） 

・活動に対してはとても意欲的に取り組む様子が見られる。 

・思考や技術面で差が大きく一斉指導が難しい場面がある。 

＜４学年＞ 

・発想力が豊かで、新しい表現方法や活動に興味関心が高

く、授業に対して意欲的である。 

＜５学年＞ 

・多くの児童が新しい表現方法や活動に興味関心が高く、授

業に対して意欲的である。 

・向上心があり、もっと上手に描きたい・作りたいという気

持ちをもっている児童が多い。 

＜６学年＞ 

・多くの児童はどの活動に対しても意欲的に取り組んでいる。 

・課題の提出はするのだが、マイペースな児童が多く、目標日に

提出ができない児童が見られる。 

＜１、２、３学年＞ 

・授業のねらいを理解できなかったり、現在の

活動内容を把握できなかったりして、自由に

活動してしまい、ねらいに即した作品作りに

取り組むことが難しい児童がいる。 

・思考や技術面で支援の必要な児童がいる。 

・一斉指導では活動に取り組めない児童がい

る。 

＜４学年＞。 

・自分の考えに自信がもてず、友達と同じ作品

になってしまう児童がいる。 

＜５学年＞ 

・いろいろな表し方、材料による感じの違いな

どについてあまり意識せず、じっくり取り組

むことが難しい児童がいる。 

＜６学年＞ 

・課題の提出が、締切日に間に合わない児童が

見られる。 

＜１，２，３学年＞ 

・全体でめあてや活動の確認をする。板書に手順を示

し、今何をすべきかが視覚的に分かるようにする。 

・参考作品を提示したり、やり方を実演したりして参

考にできるようにする。 

・個別指導が必要な児童には、一斉指導後に指導した

り、支援員の協力を得て指導したりする。 

＜４学年＞ 

・鑑賞タイムを設けたり、様々な作品を全体で共有し

たりし、それらを参考にして作品づくりに取り組む

ことも学習方法の一つであると伝える。その中で、

自分で考えたアイデアや色遣いなどを取り入れ、自

分の作品にしていくよう指導する。 

＜５学年＞ 

・材料による違いなどについては、実際に触ってみた

り試しに作ってみたりするなどし、じっくりと考え

る時間を設定し、本番に臨ませる。 

＜６学年＞ 

・作品提出までの日程とその日のめあてを確認し、着

実に制作できるよう意識して取り組めるように支援

する。 

＜１，２，３学年＞  

・手順を明確にすることや、一区切りついたところで全体確

認をすることで自分のやるべきことの確認ができるように

なってきた。  

・友達の模倣をし、自分の考えがほとんどないまま作品が完

成したと報告する児童が数名見られる。参考にすることは

悪くないが、参考にした場合は自分なりの工夫も必ず入れ

るようにすることを丁寧に伝えていく。今後も様々な題材

で可能な範囲で取り入れて表現の選択肢を増やせるように

支援する。  

・学年が上がるにつれ、これまでに繰り返し学習したことを

少しずつできるようになってきた。  

＜４学年＞  

・鑑賞の時間で様々な作品をお互いに認め合う中で自信が付

いてきたようだ。模倣で終わることが少なくなった。  

＜５学年＞  

・制作前に既習事項を確認するようしたことで、今の作品に

生かせることや自分の表したものにふさわしいかを考えて

制作する姿が見られるようになった。  

＜６学年＞  

・作品提出の期日から逆算して大体の制作予定を立てること

で提出期限を守れるようになってきた。間に合わせるため

に作品がおろそかにならないように声がけをしながら今後

も取り組めるよう支援する。  

 



特
支 

国語 個々の児童によって学習進捗状況は様々である。文字や漢

字を書いたり物語を読んだりすることを好む児童が多い。

だが、文章力や聞く力が十分に育っていない。 

 

 

 

 

算数 計算を得意とする児童が多く、すすんでワークシートに取

り組むことができる。だが、概念形成に不十分さが見られ

たり、以前学習した内容を忘れてしまったりすることも多

い。 

国語 文章読解力や文章を書くことを苦手とす

る児童が多い。字形を整えて書ける児童も

少ない。 

 

 

 

 

算数 四則計算ができる児童は多いが、応用問題

や文章問題を苦手とする児童も多い。その

ため、繰り返し取り組んだり、前時の学習

を本時の学習前に復習として取り組んだ

りする必要がある。 

 

共通 個々の児童によって、発達段階や学習進

捗状況の差が大きい。その中でも、個々

の実態や得意不得意等に合わせた学習を

設定できるようにしていく。 

国語 行事の振り返りや週末日記、作文等、文章を書

く機会を意図的に設定していく。さらに、自分

が書いた文章を発表することで話す力を養った

り、質問場面を設定することで聞く力を養った

りしていく。なぞり書きを適宜取り入れ、字形

を意識して書けるようにしていく。 

 

算数 日常生活の場面でも活用していくことができる

ように、具体物操作等、体験的な活動を充実さ

せていく。また、学習を繰り返していくことで、

一層の定着を図っていく。 

 

 

共通 個々の児童の学習進捗状況を的確に把握すると

ともに、小集団学習と個別学習を充実させてい

く。 

国語 行事の振り返りをすることで、自分が感じたこ

とや思ったことを言葉で伝え、文字で表現する

ことに慣れてきた。繰り返し取り組んだ結果、

書くことを楽しむ児童も増えてきた。今後も継

続していく。なぞり書きを通して、書き順や字

形に気を付けて書く児童が増えてきた。 

 

算数 単元が変わると前単元の学習内容を忘れやすい

ため、積み重ねが難しい。そのため、単元が終

わっても家庭学習で取り組むなど繰り返し学習

を続けることで、学力の定着を図る。 

 

 

共通 個々のこれまでの学習進歩状況や課題などを踏

まえて個別指導計画を修正し、小集団学習と個

別学習をさらに充実させていく。 

 

     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、デジタルドリル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。   


