
■ 学校の共通目標  

授業作り 重 

点 

知識・理解や計算力等、基礎的基本的な内容がどの児童にも定着できるよ

うな授業を展開する。 
中
間
評
価 

 
最
終
評
価 

 

 環境作り 
場の構造化や人との関わり合いなどを重視し、全ての児童が授業に集中し

て意欲的に取り組めるような授業環境を整える。 

  

■ 学年の取組内容 

２ 

国語 

学・言葉に興味をもっており、学年相応の語彙力や読み書きの

力は付いている。 

学・新しい文章を読み、深く考えたり、自分の考えを伝えたり

することに関する活動に不安を感じている児童がいる。 

学・授業に対して明確に目標をもって取り組んでいる児童が多

くはない。 

 

・新出漢字を正しく字形を整えて書く力を伸ばしていく

必要がある。 

・教科書の物語の文章や詩の音読などにおいて、内容を

しっかりと読み取る力を伸ばしていく必要がある。 

・毎時間の授業に対して自分なりの目標をもち、取り組

もうとする態度を養っていく必要がある。 

 

・マス目に字形を整えて書くためにはまずは正しい姿勢を保

持するための指導や、じっくり丁寧に書くことの大切さを

指導する必要がある。 

・音読の際のスピードはもちろん、ここでも姿勢の保持や教

科書の持ち方、口形の指導など、はっきりとした文章を耳

で聞き取ることの大切さについて指導する。文章は単語で

はなく、一つのまとまりとして読む習慣付けを行う。 

・様々な文章を読む機会を設けるための読書活動の充実を図

り、家庭へも協力を呼び掛けていく。 

 

 

 

算数 

学・基本的な計算の力（足し算・引き算）の力は概ね身に付い

ている。 

学・授業で習ったことを実際の生活に生かそうと意識している

児童は多くはない。 

学・文章題に対してじっくりと問題を読んで正しく答えられる

児童が多くはない。 

 

・計算力と正確性が一致していないため、ケアレスミス

が多いので、正確に丁寧に計算するという力を伸ばし

ていく必要がある。 

・学習内容を学校生活における様々な場面で活用する能

力を伸ばす必要がある。 

・問題を最後まで読みじっくり考える能力を伸ばす必要

がある。 

 

・じっくりと時間をかけて繰り上がりや繰り下がりを計算す

ることの大切さを指導し、家庭学習の充実も併せて行い計

算力の定着を図る。 

・学校生活において単位などの既習事項を活用する場面を増

やすことはもちろん、日常生活においても算数的な活動の

充実を図っていく。 

・文章題に対する苦手意識をもたせないために、全体でじっ

くり問題に取り組む時間を設け、自己肯定感をもてるよう

な指導の充実を図る。 

 

 

 

３ 国語 

調・すべてのカテゴリーにおいて全国平均正答率を上回ってお

り、概ね２年生の基礎的な学習は身についているといえる。

しかし、集団の中での個人差が大きく、上位層・下位層と

いう二つの集団を形成している。 

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

き取りについて誤りがあり、まだ十分身に付いていない状

況である。 

・経験したことや想像したことなどから書くことを見付

け、文章を書く力を伸ばす必要がある。 

・自分の思いや考えが明確になるような文章を書く力を

伸ばす必要がある。 

・話し手の話に関心をもち、質問する力を伸ばす必要が

ある。 

・新出および既習の漢字の表記について、正確に書き取 

る力を伸ばす必要がある。 

・「まず～」「つぎに～」「そして～」などの順番を表す言葉を

使って文章を書かせることで、順序立てた文章を書く力を

つけていく。 

・相手の目を見て頷きながら聞くという習慣をつける。話し

手に対する切り返しの質問を教師が率先して行う。 

・授業の最後に感想や学んだことを振り返らせる短い文章を

書かせることで、自分の思いや考えを具現化する機会を設

ける。 

 

 

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（10月） 最終評価（２月） 

１ 

国語 
        

算数 
     

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】                                              新宿区立市谷小学校 （様式 1） 



算数 

調・すべての領域において、区内平均、全国平均を上回ってい 

る。特に数と計算の分野においては前年度の平均よりも上

がっており、確実に基礎となる分野を理解しているといえ

る。 

調・一方で観点別だと思考・判断・表現の観点が前年度よりも

低い数値である。 

学・国語同様ノートをとるなどをはじめとした文字を書く活動

に苦手意識がある児童は少なくない。また、ノートの書き

方の指導も徹底していき、めあてやまとめなど自分の言葉

で書いていける力を養っていく。 

・継続して基礎を固めていく。 

・一つの考えに止まらず、既習を生かした柔軟に考える 

力を伸ばす必要がある。 

・算数における見方・考え方を養うことが必要である。 

・思考・判断・表現では問題文で何について問われてい

るのかを理解できるようにしていく。 

・一定の速度で時間内に書くことができるようにする。 

・身についた基礎を活用する場面を多く設定する。また、算

数専科と連携し、基礎が十分に定着していない児童への個

別的な支援により重点をおく。 

・ＧＩＧＡ端末を効果的に使用し、既習を生かして解決でき

る問題を自分で考え、学級全体で共有するといった活動を

増やす。主体的にとり組む態度のさらなる向上を目指し、

他領域への向上につなげていく。 

・既習した内容を生活の中で生かせる場面を日頃から考えさ

せる。抽象的なものをみて算数的な思考に結び付ける習慣

を作っていく。 

・教科横断的な指導となるが、国語力の底上げが根本的な取

り組みの一つになりえる。また、日々の学習で問題を解決

する際に何を求める必要があるのかを都度確認させる取り

組みが重要である。習慣づけていくことで改善につなげて

いく。 

・ノートの書き方の指導も徹底していき、めあてやまとめな

ど自分の言葉で書いていける力を養っていく。 

 

 

４ 

国語 

調・すべての領域において、区内平均、全国平均を上回ってい

る。「話すこと・聞くこと」「読むこと」は、前年度を大き

く上回り、確実に内容が理解できている。また、「書くこと」

もポイントが高く、書くことへの抵抗感がないことが分か

る。 

調・全国平均を下回ったのは「漢字を書く」、「文章を書く」で 

あり、主に文章を書くということに対してポイントが低い 

結果となった。 

学・ノートをとるなどをはじめとした文字を書く活動に苦手意 

識がある児童は少ない。書く速度もあり、一定の速度で時 

間内に書ける児童がほとんどである。ノートの書き方の指 

導も徹底していて、めあてやまとめなど自分の言葉で書け 

ている児童が多い。見通しをもって学習に参加できている。 

・漢字の学習をはじめとする学習内容の定着に課題のあ

る児童に対しては、基礎基本の力を付けることが必要

である。 

・話の内容の中心を明確にし、事実を伝えたり、自分の

考えまとめたりする力や、書く力を伸ばすことが必要

である。 

・限られた文字数や、決められたテーマに基づき考えを

まとめて書くことができるよう指導する必要がある。 

 

 

・話合いの前には、毎回自分の考えを整理して一番伝えたい 

ことは何か明確にして、文章にする時間を設ける。安心し 

て発言できるようにする。 

・授業中に自分の意見をまとめる際、ムーブノートを活用し 

100文字、200文字など、限られた文字数や決められたテ 

ーマで記述する取組を行う。特に、書字に苦手意識をもっ 

ている児童に対して、タブレット端末を活用して、気軽に

自分の意見を表現できるようにする。 

・漢字については、週１～２回程度、授業始めや短時間学習 

の時間に漢字テストを行い、定着の徹底を図る。 

・実施した漢字小テストで、80％に到達しなかった児童に対

して再テストを実施し、繰り返し練習させたり、デジタル

ドリルを家庭学習で毎週１回課したりするなど、児童の習

熟を図る。 

 

 

算数 

調・全ての領域において全国平均を大きく上回っている。「基礎」 

はもちろんのこと、「活用」についても高いポイントになっ

ている。「数と計算」「図形」「測定」どの領域においても、

バランスよく高いポイントとなっている。 

調・唯一「１００００より大きい数」の内容が平均的であり、

数の相対的な大きさをとらえるなど抽象的な概念の理解に

課題がある可能性がある。 

学・宿題などにきちんと取り組んでいて、基礎基本は身に付い 

ている児童が多い。積極的に学習に取り組む態度が見られ 

る。習熟度別のコース選びに慣れていない児童がいる。 

・身についた「基礎」や「活用」する力をさらに伸ばす 

場面を設定する必要がある。 

・一つの考えに止まらず、既習を生かした柔軟に考える 

力を伸ばす必要がある。 

・昨年度あまり習熟度別少人数指導を行っていなかった 

こともあり習熟度別少人数指導の学習に慣れていく 

必要がある。習熟度別のコース選択を適切に行い、自 

分に合ったコースを見付ける力を付けさせる必要が

ある。 

 

・習熟度別学習の中で、個人の力や興味に合わせたきめ細や

かな指導を継続して行う。 

・朝学習の時間を利用しデジタルドリルを効果的に活用する 

ことで反復学習を積極的に取り入れ、計算問題の習熟を図

る。 

・東京ベーシック・ドリルやワークシートを活用し、基礎を

生かした活用問題について積極的に取り組ませる。 

 

 

５ 国語 

調・「書くこと」を除いた領域は、全国平均を上回っている。前

年度との比較においては、「言葉の特徴や使い方に関する事

項」のポイントが他の領域と比べて大きく下回っている。

「言葉の特徴や使い方に関する事項」は、言葉の意味その

ものの理解のみならず、文脈の中で言葉の意味を捉えたり、

類推したりする力が弱いと思われる。 

学・日々の学習の様子では、書字に課題の見られる児童の割合

が高い。日常の宿題や学習活動の中で、写し取る量を調節

しながら、力を高めていく必要がある。それに加え、言語

事項の学習での言葉の意味の理解をもとに、「読むこと」「書

くこと」「話すこと・聞くこと」の学習の中で、言葉の使い

方を習熟していく必要がある。 

・書字に課題のある児童には、個々に応じて課題の量や

質を調節する必要がある。 

・言葉の意味の理解については、言語の学習の単元を通

して、基礎・基本を定着させる必要がある。 

・言葉の使い方を習熟させるために、基礎・基本の定着

を図ったうえで、活用する場面を設定する必要があ

る。 

・漢字の学習や日々の学習の写し取りにおいて、児童の能力

に応じた課題を設定し、取り組ませる。また、能力の高ま

りに応じて、求める課題の量や質の強度を高めていく。 

・基礎・基本が定着するよう、デジタルドリルを活用する。

問題演習の時間や単元のまとめの時間に設定し、習熟度を

児童自身に確認させる。できていないところを重点的に復

習させるなど、その後の学びに生かすよう指導する。 

・「読むこと」においては、物語の主題、説明文の主張を捉え

る活動を通して、一つひとつの言葉や段落や場面の役割な

どを考察する力を高める。「書くこと」「話すこと・聞くこ

と」の領域においては、活用場面を設定し、表現すること

を通して言葉の使い方の定着を図る。 

 

 



算数 

調・すべての領域において、全国平均を上回っている。前年度

との比較においては、「数と計算」「変化の関係」の領域に

おいて、平均を下回っている。 

調・数の構成の概念、２つの量を比較する概念の獲得に課題が

あると思われる。 

学・意欲的に問題演習に取り組む児童が多い。反面、公式の意

味理解などについての必要感や納得感が薄いように思われ

る。 

・既習内容と関連付けながら学習することを意識づける

必要がある。 

・数の構成の概念、２つの量を比較する概念の獲得のた

めに、意味を理解する学習場面の設定や反復練習をす

る場面を設定する必要がある。 

・朝学習や短時間時間でデジタルドリルを効果的に活用した

反復練習を繰り返し、基礎・基本の定着を図る。 

・東京ベーシック・ドリルや各種ワークシートを活用し、基

礎を生かした活用問題に取り組ませる。 

・学習活動の中に説明する場面を設け、問題の意味理解を図

る。また、学習したことを振り返る場面を設け、数の概念

を獲得できるようにする。 

 

 

６ 

国語 

調・全ての領域において全国平均を上回っている。また、「話す

こと・聞くこと」以外については、前年度の校内平均正答

率も上回っており、学習内容の定着が見られる。 

調・正答率が５０％ほどの児童も数名いた。 

学・これまでのワークテストの結果では、「話すこと・聞くこと」

に課題が見られる。 

学・感想や考えをノートにまとめることは得意な児童が多く、

言葉で自分の思いを表現できている。話し合いや意見交換

などの友達との交流も楽しんでいる。 

・「聞くこと」に関して、内容を正確に捉えることがで

きていない。内容の中心を捉えて話を聞くことを指導

する必要がある。 

・全ての領域の指導において数名の児童には丁寧な個別

指導が必要である。家庭との連携も密にしていく必要

がある 

・話し合い活動では、内容の中心を捉えられるように、聞く

ときの観点を押さえ、観点に沿った感想を伝える活動を重

点的に指導していく。 

・話を聞く際のポイントを意識して話を聞くことができるよ

うに、観点ごとに記入できるワークシートを用いて学習活

動に取り組ませる。 

 

 

算数 

調・全ての領域において全国平均を上回っている。学習内容の

定着が見られる。 

調・数名の児童においては極端に正答率が低い。 

学・課題に対して自分の考えをもち、表現することができてい

る。しかし、言葉で説明することを苦手とし、意欲的に取

り組む児童は少ない。 

・様々な解き方を考える活動を増やすことで、既習事項

を活用する力を伸ばす必要がある。 

・言葉、図、式など多様な表現で自分の考えを説明する

力を伸ばしていくとともに、言葉で説明する力を伸ば

していく必要がある。 

 

・個別指導の充実（チームティーチング）。家庭との連携を強

化する。 

・ノート指導を充実させ、様々な解き方を考えた児童を認め

励ます。また、多様な考えで解決する授業づくりを充実さ

せる。 

・問題に対する答えだけではなく、多様な表現で説明するこ

との大切さについて指導する。そして、よりよい方法で解

くことを共有できるような授業作りを行う。 

 

 

音
楽 

学・昨年度同様に今年度も様々な制約がある中での学習になることが考え

られる。歌唱指導の時間があまりとれない中ではあるが、グループで

協同しながら音楽活動に取り組むことを中心とした学習に児童は積

極的に取り組んでいる。 

学・高学年では器楽合奏、中学年では音楽作り（音階・リズム）を行って

いるが、これらの活動に積極的に取り組もうとする児童が多い。 

 

・友達と上手く関わり合いながら進んで学習できる児 

童が多い反面、一部の児童においてはなかなか上手 

く関わることができずに学習に戸惑いがある児童も 

いる。 

・音楽表現を行う中で、自分の思いや意図をもって表 

現活動を行うことができない児童を伸ばしていく必 

要がある。 

 

・技能面において不安がある児童においては個別に指導を行 

う。精神面において不安がある児童においては声掛けを多 

く行い、なるべく一緒に活動できるような配慮をする。 

・音楽表現を行う際の工夫の仕方については、まず全体で例 

を共有した後、個別に考えさせるなど、スモールステップ 

で活動に取り組ませる。個別活動での言葉掛けも充実を図 

る。 

 

 

図
工 

学・コロナ禍の制限のある活動だが、楽しんで活動に取り組んでいる。 

学・造形活動に対する児童達の活動意欲は高いが、活動全体において見通

しをもって取り組んでいる児童は多くはないのが現状である。 

 

・自分が表現したいこと（主題）をもつことや見出すこ 

と、そしてそれらを深める力を伸ばしていく必要が 

ある。 

・活動を通して味わうことができる表現することの楽 

しさや奥深さを追究する力を伸ばしていく必要が 

る。 

 

・児童自身が主体的に取り組みたいと思うような題材の設定 

や場の工夫や共有の方法など、環境面の整備も含めて多面 

的な指導の充実を図る。 

・タブレット端末を活用してワークシートやポートフォリオ

を作成して指導と評価の一体化を図り児童の実態把握と主

体性を引き出し、指導の充実を図る。 

 

 

 

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   ※分量は 2ページ以上となってもよい。   


