
■ 学校の共通目標 

授業作り 
重 

点 

学習課題を明確に示し協力し合い課題解決させたり、学習の最後に振り返

りを行い自己の学習状況を意識させたりすることで、主体的に学習に取り

組める授業を目指す。 

中
間
評
価 

一人一人がめあてを明確にもち、振り返りにより自

分の学習状況を理解したりすることが、学習意欲や

主体的学習につながっている。 

最
終
評
価 

児童に学習課題を把握させ、それに基づいた振り返りをさせた

り、学習形態を工夫して課題解決させたりすることで、児童が明

確なめあてを意識して学習できた。振り返りをすることで、児童

自身が自己の学習状況を把握する一助になり、次の学習意欲の高

まりになった。 

環境作り 
児童が主体的に学習に取り組めるように、学習課題やまとめを板書で分か

りやすく提示していく。児童が進んで行動できるように、教室内の表示や

掲示物の内容や配置を工夫する。 

１時間の学習の流れが分かるように、引き続き板書

の仕方を工夫していく。 

分かりやすい板書や掲示物など、主体的に学習に取り組むために

有効であった。学年、教科の特性を踏まえ、児童の実態に合わせ

今後もより工夫し取り組むようにしていく。 

■ 学年の取組内容 

２ 

国語 

学・文章を書くことに抵抗なく取り組むことができる児童が多

い。 

 ・文章の内容を概ね理解して読むことができる。 

・考えやその理由を発表する児童もいるが、苦手意識をもつ

児童もいる。 

・文章を書く際に、漢字、助詞や句読点、拗音、促音な

どを正しく書くことができない児童がいる。 

・文章を読んで感想を書いたり、登場人物の気持ちを想 

像したりすることに苦手意識をもつ児童がいる。 

 

・学習中の机間指導や、提出課題の内容把握の際に細かく点

検し、その都度正しい字を指導する。 

・交流する機会を増やして様々な考えに触れさせる。 

・細やかな机間指導を行い、書くことに困り感をもつ児童へ

の個別指導を行う。 

・指導を続けてきた中で、自分で間違いに気が付く児童もい

るが、同じ間違いをしてしまう児童もいる。そのような児

童には今後も個別に指導をする。 

・書いたものを交流することで様々な考えに触れることがで

き、書くことや伝えることに対する意識が向上してきてい

る。 

・文章を書く際に、誤字脱字がないよう意識している児

童が増えた。書き終わったあとに、見直すことで気が

付いて書き直すことができる児童もいる。しかし、２

年生で学習したかぎ（「 」）の書き方については、一

層の指導が必要。 

・思考する時間や交流する時間をしっかりと設けるこ

とで、書いたり読んだりすることに意欲的に取り組む

ことができている。 

算数 

学・簡単な計算の定着に個人差がある。 

・自分の考えを発表することに苦手意識をもつ児童が見られ

る。 

・正しく立式することができても、計算の段階でつまづ

く児童が見られる。 

・友達の考えを最後まで聞き、感想や質問を述べること

を苦手にしている。 

・既習事項の定着度を高めるために、計算カードなどを活用

して指導を続ける。 

・ペアでの発表、全体での発表とスモールステップの指導で、

自分の考えを発表することに慣れさせる。 

・計算カードや東京ベーシック・ドリルなどを用いて繰り返

し練習を行うことで、既習事項の定着度が高まってきた。 

・スモールステップの指導により、自分の考えに自信をもっ

て相手に伝えることにつながった。 

・練習を重ねたことで、足し算や引き算、かけ算を正し

く計算できるようになった。かけ算では、個別に指導

を続けていく必要がある児童もいる。 

・自分の考えを、ペア、グループ、全体などと様々な

場面で伝えられるようになった。説明を聞き、質問

をしたり、言い方を変えて発表したりすることがで

きる児童が増えた。 

３ 国語 

調学力調査の結果から、「漢字を読む」ことについては、区の平

均より０．６ポイント低い。 

学どの児童も一生懸命に学習に取り組むが、学習内容の定着度

に個人差がある。文を書くことや意見を発表することについて

も同様の状況が見られる。 

・習った漢字を日常の中で使うことが少なく、定着に結

びついている。 

・自分の考えで大事な部分を、伝えること力が十分でな

い児童も見られる。 

・日頃の練習だけでなく、定着を図る小テストも取り入れて、

習った漢字を日常で使えるようにしていく。 

・自分の考えをもつための時間を確保し、伝える、聞くそれ

ぞれの観点をもって活動できるようにしていく。 

・漢字の反復練習や小テストも取り入れ、定着のための取組

を継続している。また、辞書の引き方も学習したので、意

味が分からない言葉の意味調べ等も積極的に取り入れてい

る。 

・様々な教科を通して、考えをもち、発表し、伝え合う活動

を取り入れるようにしている。互いの意見を聞き合うこと

ができるようになってきた。   

・新宿区学力定着度調査の結果は区の平均正答率と比

べると、教科では４ポイント高くなっている。その

中で、「漢字を書く」は 12ポイント高いが、「作文」

が４ポイント低くなっている。 

・文章を書く力や語彙量の不足が課題となっているの

で、今後は書く活動をより多く取入れたり、辞書を

引く習慣を身に付けさせたり、読書量を増やしてい

くことに力を入れていくことが必要である。 

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 

・一文、二文の簡単な文章を考えて書くことができる。 

・文章をおおむね読むことができる。 

・友達の意見を聞いたり、理由を付け加えたりしながら話すこ

とができるようになってきている。 

・助詞の使い方や句読点、促音を正しく書くことが難

しい様子の児童が見られる。 

・場にあった声の大きさで話すことが難しい児童が多 

い。                     

・事柄の順序を考えて話すことが難しい児童が見られ  

る。 

・書くことに関しては、ドリルや宿題などで、繰り返し指導

していく。 

・発表する場面を増やし、経験をさせていく。 

 

・話す内容をメモするなど、整理してから話すように指導を

していく。 

・書くことについては個人差が大きい。今後も繰り返し正しい助詞や句読点の使い方を指導していく必要がある。 

・多くの人に伝えようとする意識は高まり、できるようになってきた。場に応じた声量で話すことが難しい児童には、

個別の指導を続けていく。 

・大事なことを漏らさず伝えたり、順序立てて話をしたりすることが少しずつできるようになってきた。 

算数 

・計算問題を解くことができている児童が多い。 

・半具体物を用いて、数の操作をすることができる。 

・問題や課題をよく理解せずに取り組んでしまう児童

が見られる。 

 

・文章をよく読み、キーワードに着目させるなど、聞かれて

いることを理解してから問題に取り組むように指導を続け

る。 

 

・計算問題を正しく解ける児童が多い。また、半具体物を正しく操作して、数の計算ができる児童も多い。 

・問題をよく読まなかったり、聞かれていることを捉えられなかったりするため、正しい答えを導き出せないことがあ

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） 
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算数 

調学力調査の結果から、「時刻と時間」「長さ・かさ」の内容が

区の平均よりもそれぞれ２．２ポイント、３．３ポイント低い。 

・かけ算九九や単位換算の定着に個人差が見られる。 

・自分の考えを発表したり、相手の考えを聞いたりする

経験が少ない。 

・かけ算九九の復習を続け、定着を確かなものにする。 

・単位の量感を体験する機会を増やし、習得できるようにし

ていく。 

・自分で解き方を考える時間を確保し、それを友達と交流し

ていくようにする。 

・授業のはじめに九九の暗唱や、復習を取り入れている。家

庭にも協力を呼びかけ、定着への取組に力を入れている。

着実に力が付いてきていることを感じる。 

・解決のための自分の考えをもつ時間を積極的に取り入れて

いる。考えを発表し合い、友達の意見の良かったところも

ノートに書きこみ、話し合いの経験を積んでいる。 

・新宿区学力定着度調査の結果は区の平均正答率と比

べると、教科では３ポイント高く、すべての問題で

区の平均を上回っている。 

・学習の流れを理解したり、ノート指導が身に付いて

きたりして習熟度別少人数指導の効果が出ている。 

・下位層の児童の個別指導や思考ツールを身に付ける

ことが今後の課題と考える。 

４ 

国語 

調国語が区の平均よりも、６．２ポイント高かった。全領域を

通じて力がついていることがわかる、特に「書く力」について

は、区の平均より１０ポイント以上も高い。一方で、「話す、聞

く」力の個人差が大きいので、重点を置いて指導していく。 

学新出漢字の習得について個人差が大きい、丁寧な繰り返しの

練習に加え、覚え方や活動のしかたについて取り上げる。 

・「話す・聞く」力の習得に個人差がある。 

・話の中心点を押さえながら聴くことが不十分である。 

・新出漢字や語彙の定着に個人差が見られる。 

 

・話の中心点を考えながら、必要なことをメモをとる話の聴

き方を指導する。よい話し手を手本として練習する。 

・スピーチ活動を取り入れ、話し手になる経験を積む。 

・新出漢字の繰り返しの練習。約２週間ごとの小テストで定

着度を確認する。誤答を中心に練習をすることで、定着を

図る。 

・話す中心点をメモし、聞き手を意識したスピーチの経験を

積み重ねている。学習の発表でも中心を意識した話し方が

身に着いてきた。 

・新出漢字について丁寧に指導し、定着に向けた小テストも

実施している。テスト後の振り返り・復習の時間を設けて

いるので、定着してきている。漢字の言葉調べでは、辞書

も活用する姿も見られ、進んで学習する力もついている。 

・４月に課題にあげていた「話す・聞く」については、

新宿区学力定着度調査の結果は区の区平均と同じ値

になった。話の中心点を押さえながら聞くことや、

簡潔なメモをとる指導の効果が表れたのだと思う。 

・国語全体の力はどの児童にもついているのだが、読

むことの領域については、区の平均よりも０．６ポ

イント低い。内容を正確に読み取るための手だてが

必要だと感じた。 

・言語の知識理解は２・６ポイント高く、継続して力

を付けていることがわかる。日常の書く活動も取り

入れさらに力を付けられるようにしたい。 

算数 

調算数が区の平均よりも４．３ポイント高かった。全体として

は上位グループが多く、算数に対する関心・意欲も高い。 

その一方で、たし算やひき算に関する学習内容が定着が十分と

は言えない児童もいる。 

学意欲的に学習に取り組める児童が多い。テストやプリントの

間違いをやり直して粘り強く取り組める児童は、力も定着して

きている。 

・繰り上がり繰り下がり、かけ算九九などの基礎基本の

定着に個人差が見られる。 

・１枚のプリント、１つの問題をできるまで粘り強く取

り組むことが苦手な児童が見られる。 

・東京ベーシックドリルを基本に、学習している単元の全学

年での定着を確認し、不確かになっている部分を復習する。 

・学習したことを理解し、安心して学習を進められるよう、

こまめに計算ドリルで復習していく。全体が間違えやすい

ポイントは全体で、定着しにくい児童へは個別で指導を行

っていく。 

・単元ごとにそれまでの既習事項の内容について、２週間ご

とに１単元のペースで東京ベーシック・ドリルを活用し、

復習している。既習事項の振り返りが日々の学習に効果を

表している。 

・単元の終わりに、学習のポイントを再復習し、まとめ問題

とテストに臨んでいる。テスト後の振り返りも行うことで、

学習した内容のより確かな定着を図れるようになってき

た。 

・全ての領域において、調査の結果は区平均よりも高

かった。その中でも角度や面積、折れ線グラフにつ

いては６ポイント前後高い。デジタル教材を取り入

れた授業や、ノートに貼って使えるワークシートの

活用が効果的だった。引き続き誰にでも分かりやす

い授業をめざしていく。 

・つまずきやすい問題をプリントでもう一度解いてみ

たり、単元の終わりに総復習の問題を取り入れたり

している。東京ベーシック・ドリルで既習事項の復

習を取り入れていることも効果をあげている。 

５ 

国語 

調全領域において、区の平均を上回る結果であった。特に漢字

を書く力に関しては大きく上回っている。 

学学習に対しては領域にかかわらず意欲をもって取り組む児童

が多く見られる。既習の漢字を使用せずに文章を書く児童が見

られる。 

・漢字の習得状況に大きな個人差が見られる。 

・文章をまとめる時に、既習の漢字を使用せずにひらが

なでまとめてしまう児童や筋が通っていない文章を

書く児童がいる。 

・家庭学習や長期休業中の課題として、当該学年の新出漢字

のみでなく、第４学年までにおける漢字についても取り扱

い、理解を深める。 

・国語科の書く活動の指導の中で、文章構成を考える力をつ

ける指導を、表にまとめたり付箋を用いたりして、充実さ

せていく。 

・東京都学力調査の結果では、言語事項が平均を上回ったが、

わずかであった。日頃の家庭学習だけでなく、夏季休業中

の課題として、東京ベーシック・ドリルの言語事項の分野

を活用した。今後も家庭学習や冬季休業中の課題を工夫し

ていく。 

・書く活動の学習では、取材して得られた情報をふせんに書

き出し、文章構成を考える学習を取り入れた。引き続き授

業実践に取り入れていく。 

・漢字は日頃の作文の中でも既習の漢字を用いる様子

が見られるようになった。それによって、理解も深

まっている。言語事項については引き続き家庭学習

によって学習内容を復習する機会を設けて、理解を

確実にしていく必要がある。 

・文章構成をまとめる際に、手だてを講じることで、

筋の通った文章を書くことができるようになってき

た。 

算数 

調全領域において、区の平均を上回る結果であった。特に「計

算のきまり」の領域では大きく上回っていることからも計算に

関する理解は十分であると分かる。その一方面積の領域では、

上回っているものの、平均と近い数値であった。 

学学習に進んで取り組む児童が多い。自分の考えを文章にまと

めることができる児童と苦手としている児童の力の差が大き

い。既習内容の定着が十分でない児童も見られる。 

・面積の領域への課題から体積に関しても同様の傾向が

見られると考えられる。 

・問題に対する解決方法についての自分の考えを文章や

式、図を用いて表現する力に個人差が見られる。 

・既習の内容の定着が十分でない児童が見られる。 

・体積の学習に入る際には、面積の学習に関する既習の内容

を復習させた上で体積に関する学習を展開していく。また、

ICT 機器を活用して、体積の求め方を視覚的に捉えて理解

できるように指導を工夫する。 

・授業において考えを表現する場面を設定し、解決の見通し

をもたせたり、表現方法について確認したりして、児童の

習熟度に応じた手立てを講じ指導する。 

・東京ベーシックドリルを朝自習や家庭学習で計画的に取り

組ませ、既習の内容の定着を図っていく。 

・都学力調査の結果では、知識・理解の定着に関しては平均

をわずかに上回る程度であった。新しい単元の学習に入る

際には、それに関連する既習内容の理解を定着させるよう

な学習プリントを用意し、朝自習や家庭学習で取り組ませ

ていく。 

・ミニホワイトボードやＩＣＴ機器を活用して、互いの考え

を共有し、深める活動を取り入れた。児童の習熟度に合わ

せた課題を基に、思考する活動を今後も取り入れていく。 

・東京ベーシック・ドリルに計画的に取り組んでいる。今後

も、継続的に取り組み、既習の内容の定着を図る。 

・ＩＣＴ機器を活用して授業を実施していくことによ

り、児童は視覚的にも理解でき、知識の定着にもつ

ながった様子が見られる。 

・習熟度に応じて提示する資料を工夫し、対話的な活

動を計画的に取り入れることで、児童の思考力の向

上を効果的にねらうことができた。知識や技能の定

着に個人差が見られるため、習熟度に応じた手だて

について、今後も改善を図っていく必要がある。 



６ 

国語 

調平成３０年度の新宿区の学力調査では、「漢字を書く」「言葉

の学習」の項目、どちらも区の平均を上回った。 

調区学力調査の「書くこと」領域の平均が区の平均を５ポイン

ト上回った。書くことの指導が児童の力になっていると思われ

る。 

学基本的な読解力は身に付いているが、記述に対する自己の考

えをもつことや、それを表出することに課題がある。また、学

習内容の理解や意欲的な姿勢についても個人差が大きい。 

・漢字や学習課題についての理解、意欲に個人差が見ら

れる。 

 

・自己の考えを言語化したり、相手に伝えたりする表現

力に課題が見られる。 

 

 

・既習漢字や新出漢字を確実に覚えられるよう、朝自習や家

庭学習の時間に漢字や言語を学ぶ学習を取り入れる。 

 

・言語活動の充実を図り、語彙を増やせるようにする。 

 

・朝自習や家庭学習の時間に学習ドリル等を日頃から活用し、

漢字の間違いを手直しさせるようにしたことで、漢字や言

語の理解が高まった。理解や意欲には個人差が見られるた

め、引き続き指導していく。 

・語彙を増やし、習得していくために俳句や短歌づくりの学

習を学期ごとに取り入れた。また、読書時間の確保やグル

ープによる討論会の設定などを行い、言語活動の充実を図

った。今後もより一層充実させていく。 

・継続的な指導により、単元テストでの平均点が向上

するなど漢字や言語に対する理解が深まった。日常

的な学習の中で既習の漢字を正しく使用していくこ

とには、活用していなかったり間違えたりといった

課題が見られた。 

・学習形態を工夫し、自己の考えをもつ時間を十分に

確保したり、グループで意見を交流する時間を設け

たりすることで、自信をもって自己の考えを発信で

きる児童が増えた。叙述をもとに意見を述べるなど、

読解力も高まった。 

算数 

調平成３０年度の区の学力調査では、全領域において区の平均

を上回った。特に図形領域は５ポイント上回り、基本的な内容

は十分習得できている。 

調活用の部分において、区の平均を少々下回った。学んだこと

を応用して問題を解決できるようにするために、授業の中で、

複数の領域を組み合わせた問題を取り扱う必要がある。 

学既習事項の理解や、算数的・論理的な思考力に個人差が見ら

れる。課題に対する理解に時間がかかったり、解き方の説明に

困難さを示したりする児童も多い。 

・基本的な既習事項の習得に個人差が大きい。 

 

・算数的な考え方をすることや表現することに苦手意識 

がある児童が多い。また、全体的に活用でのつまずき 

が見られる。 

・児童の実態に合わせそれぞれの習熟度に応じた教材を準備

したり、課題に取り組ませたりすることで、理解を確実な

ものにしていく。 

 

・学級全体で学習課題に対する見通しをもったり、自己の考

えや友達の考えを交流する時間を確保したりして、児童が

自己の考えを表現できるようにしていく。 

・児童の実態について、算数専科と１単元ごとに情報共有す

る時間を確保した。教材についても話し合い、習熟度に応

じてヒントカードを準備したり、発展問題を扱ったりして

授業展開を工夫している。学習指導支援員とも連携を密に

し、今後もより充実させていく。 

・学習課題を理解しているか確認してから問題に取り組ませ

たり、一つの解き方を導き出した児童に他の解き方を考え

させたりすることで、自己の考えを増やし、自信をもって

発表できる児童が増えた。今後も継続して指導をしていく。 

・習熟度に応じて授業展開や学習形態を工夫すること

で、児童が主体的に学習に取り組み、確実に理解し

ながら学習を進めることができた。時間の経過とと

もに既習内容を忘れてしまう姿もあり、定期的に復

習問題に取り組ませる必要があった。 

・一つの課題に対して、様々な解き方をしようとする

意欲が高まり、解き方について、順序立てて説明す

る力も向上した。問題を速く解こうとするあまり、

簡単な計算ミスをする傾向が全体的に見られた。 

音
楽 

・歌ったり楽器を演奏したりすることが好きな児童が多く見られる。 

 

 

 

 

・より豊かな表現を目指したり、思いや意図を表現につ

なげたりすることが苦手な児童が見られる。 

・技能の定着に個人差が見られ、自信をもてない児童が

見られる。 

・ペア活動やグループ活動の中で、友達の演奏や思いに触れ

ることによって、互いに認め合い、自分の表現をよりよく

していく力を育てる。 

・必要に応じて個別指導を行い、スモールステップで、でき

た達成感や喜びを感じられるようにする。 

・２人組での聴き合いやグループでの活動を通して、友達の

演奏のよいところを見付けたり、自分の表現をよりよくし

ようとしたりする姿が見られた。今後も関わり合いの活動

を設定していく。 

・今後もスモールステップで、できた達成感を感じられるよ

うにしていく。 

・２人組やグループなどで関わり合いの活動を多く設

定し、友達の演奏や思いに触れることで、自分の表

現に生かそうとする姿が見られた。また、技能の向

上にもつながった。 

・一人一人が達成感やできた喜びを感じられるように、

今後も、個々への丁寧な指導や、児童に達成させる

べきねらいを明確にした指導が必要である。 

図
工. 

・豊かな発想をもち、自ら工夫して表現できる児童が多い。 

・特に高学年では苦手意識をもっている児童に対して手だてが必要であ

る。 

・児童によっては工夫して自己表現することや、表現し

たものを見せることに対して自信のない様子や消極

的な様子が見られる。 

・回の授業で振り返りを行い、できたという達成感を積み上

げることで自己肯定感を高めていく。また、鑑賞の授業を

計画的に行い、よさを認め合う態度を育てる。 

・授業の振り返りでは、ねらいに対してどこまで達成するこ

とができたか具体的に書ける児童が増えてきた。一方で決

まった児童が書けない傾向があるので、個別に指導してい

く。 

・年間を通じ学習の振り返りを行うことができた。児

童ができたこととまだできていないこと、次回がん

ばりたいことを整理するのに役立った。書くことが

難しい児童については今後も個別に指導をしてい

く。 

特
支 

・自己肯定感が低く、称賛を受けることになれていない児童がみられる。 

・読んだり書いたりすることに課題を抱えている児童が多い。 

・指示を聞き取ったり、覚えていたりするのが難しい様子がみられる。 

・コミュニケーションをとるのがかなり苦手としている児童が存在する。 

・体の使い方がぎこちなかったり、姿勢を保ったりすることが困難な児童

がいる。 

 

 

 

.・自己肯定感が低いために、様々な学習活動に意欲的

に取り組むことが十分とは言えない。 

・読んだり書いたりすることは、全教科・領域にかかわ 

るため学習に困難を感じる要因となっている。 

・相手の気持ちを想像することが難しかったり、自分の

気持ちや考えを適切に表現できなかったりして、上手

く人間関係を築くことが苦手な児童が見られる。 

・自分の体を上手くコントロールできないため、学習に

集中することが難しい。 

・『頑張りシール』など視覚化した教材を使い、できたことを

実感できるようにしたり、スモールステップで課題に取り

組みできた経験を積ませたりする。 

・個の特性に応じた認知トレーニングを行ったり、教材を使

用した学習を行ったりする。 

・ソーシャルスキルの課題を行ったり、少人数での活動を行

ったりしてコミュニケーション能力を高め、学級に汎化さ

せる。 

・感覚統合の運動を取り入れる。 

・できたときに『頑張りシール』を掲示してもらえることを

励みにやってみようとする姿が見られるようになった。 

・児童の実態に即した課題を、児童個々のペースや気持ちを

尊重しながらスモールステップで取り組んできたことで、

苦手なことにも少しずつ取り組めるようになった。 

・少人数の中や教員の支援を受けながらであれば、友達と良

好なコミュニケーションを図ることができるようになっ

た。 

・毎週、感覚統合の運動を続けてきたので、姿勢を保てるよ

うになったり、動きが滑らかになったりしてきた。 

・様々な活動を経験する中で徐々に自信がもてるよう

になり、感情や意見を人の前で表現できるようにな

った。 

・毎週、継続的に学習を積み重ねてきたことで、読む、

書く、考える力が伸びてきた児童が多い。 

・教員の支援の下、友達と相談したり、折り合いを付

けて譲ったりすることができた。 

・短時間なら、姿勢を保持できるようになった。 

・体の動きが良くなり、縄跳びが跳べるようになった

り、ボールを投げる力が上達したりした。 

     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。   


