
■ 学校の共通目標 

授業作り 重 

点 

・授業のめあてを明確にし、学習の見通しをもつ。学習活動を焦点化し、ｽﾓｰﾙｽﾃｯﾌﾟの設定、ICT 活

用、視覚的手がかりを基に、理解を図る。学び合う場面を多く設定し、思考の共有化を重ねる。 
最
終
評
価 

・年間を通し、全校で視写や語彙表の活用、継続的・効果的な ICT 活用、学び合う場を設けることで、基礎学力の定着に加え、

表現力や活用力の向上が見られた。また、振り返り活動の充実を図ることで、学習を調整する力が身に付きつつある。 

環境作り 
・教室前面の視覚的刺激を調整し、時間の視覚化や本時、単元の予定などの見通しを提示するなど、

児童が学びやすい環境を整える。ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末活用、個に応じた教材の準備など、個別の配慮を行う。 

・学習内容や既習事項を掲示することで、学習への見通しをもち、学びを自覚しながら学習に取り組む児童の姿が見られた。次

年度も、ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末を活用し、個に応じた指導をより充実させていく。 

■ 学年の取組内容 

 

１ 

国語 

学助詞の使い方や、正しい平仮名の習得はまだ、不十分である。 

 

 

 

 

学語彙表を活用して語彙を増やし、文の中で使うことが増えた

が、文の中で適切に活用することが不十分である。 

学視写の学習を通して、文を書くことに慣れてきた。 

学拗音や、促音の撥音が不明瞭で言葉のまとまりや口形、発声

に気を付けて音読をすることが十分ではない。 

・拗音や促音、助詞の使い方と発音について、繰り返し

音読したり書いたりする練習を行い、適切に活用でき

るよう指導を続ける必要がある。 

 

 

・語彙表の言葉を活用したり、言葉を集めたりすること

に積極的に取り組めるよう、視写の活動を継続し、他

教科とも連携しながら指導を続ける必要がある。 

・音読で気を付けるポイントを意識させながら、音読の

学習に継続的に取り組む必要がある。 

・学校の取り組みとして、音読の課題は毎日取り組ませる。ま

た、全校で取り組んでいる視写（かきまるタイム）と読書

（よみまるタイム）活動を継続し、振り返りの時間を設ける

ことで学びの自覚を促す。 

・拗音や促音、助詞のミニテストを毎週行い、定着を図る。 

・児童が見つけた言葉を「言葉の宝箱」（語彙表）で共有した

り、他教科の学習や読書の感想を書く際に、毎回語彙表を用

いたりする中で、言葉に敏感になれるようにする。 

・学校だけでなく、家庭学習での音読もカードに記録するこ

とで音読に対して意欲を高められるようにする。 

・書いた文章を見直すための項目を用意し、項目ご

とに拗音や促音、助詞、だけでなく、句読点や表

現を含めて見直しの活動を継続して取り入れるこ

とで、より習得と定着を目指す。 

 

・単元の内容に合わせた語彙表を追加することで、

個人差に対応しながら、単元のめあてを達成でき

るようにする。また、既習事項を生かしながら学

習する姿勢を身に付けさせる。 

・見直しをする習慣がつき、拗音や助詞の正しい使い方は身に付

いてきた。しかし、長い文章を正しく書くことや、言葉のまと

まりを意識した音読については、まだ定着が不十分である。今

後も繰り返し練習に取り組ませることで、より定着と活用力の

習得を目指す。 

・視写の継続的活動や、語彙表の活用が定着したことで、言葉に

対して意欲的に考えたり、活用したりすることが出来るよう

になった。また、既習事項を生かそうとする意識を高めること

ができた。今後も、国語だけでなく、さまざまな場面で身に付

けた語彙を生かす力を付けさせたい。 

算数 

学数の構成は身に付いてきているが、具体物を用いないと計算

ができない場面がある。 

 

学文章問題では、読み取りが不十分な誤りが目立つ。 

・数の構成は十分身に付いてきているので、たし算とひ

き算の計算を繰り返し行うことで、正確に計算できる

力を伸ばす必要がある。 

・文章問題を正確に読み取り、正しく立式でき、答えを

出せるよう指導をする必要がある。 

・毎時間計算カードを用いて、たし算とひき算の練習を行う

ことで習熟を図る。 

 

・文章問題の文章の必要な個所に印を書く指導を行い、立式

のヒントを自分で見つけられるようにする。 

・練習問題をやる際には、さまざまな形式の文章問題を用意

し、文章を読み取ることに慣れるようにする。 

・個人差に応じて復習、習熟が出来るように基礎、

応用それぞれのプリントを用意し、繰り返し練習

に取り組む。 

・文章問題の必要な情報、言葉を確実に見付けられ

るように、文章問題を作る学習を取り入れたり、

児童同士で問題を解き合ったりするなど、解くた

めに必要な言葉を生かして確実に読み取れるよう

にする。 

・放課後の算数教室での取り組みや、繰り返し計算カードを練

習させることで、正確に計算する力が身に付いてきた。その中

で、より個に応じた取り組みを工夫する必要がある。 

・文章問題の必要な個所に印を付けたり、図を描いたりするこ

とで、必要な情報を見付けることができるようになった。しか

し応用問題や、初見の文章問題では、問題の意図を読み取らず

に立式する様子があり、文章を正しく読み取るために、さまざ

まな問題を解く機会を設け、演算決定の力を身に付ける。 

２ 

国語 

学ひらがな・カタカナについては正確に書けるようになってき

ているが、漢字については、正確に書ける力が徐々に二極化

してきている。 

学文章を書くこと自体は視写プリントに取り組むことで慣れて

きたが、自分で考えて文章に書いていくのは難しい場面が見

られる。 

学語彙の習得が少なく、文章を読解する力が十分ではない。 

  

 

・字形にも気を付けて丁寧に、かつ正確に漢字を書ける

ように指導していく必要がある。 

 

・文章を早く書けるようになったものの、言葉自体の理

解力や自分で考えたことを文章に書き表す力が十分

ではないので、これらを伸ばしていく必要がある。 

・言葉の意味を捉える力・読解力の両方が十分ではない

ので、継続的に指導していく必要がある。 

・授業や家庭学習において反復練習の時間を計画的に位置付

け、取り組ませる。 

 

・「書くこと」の学習の一環として、視写や文章構成を考えた

日記を書く等の活動を継続的に取り入れ、児童同士の交流

も取り入れながら表現力を高めていく。 

・音読カードも利用しながら音読に継続的に取り組んだり、

読書の機会を増やし、「言葉の宝箱」（語彙表）を必要に応じ

て利用することで語彙力を高めたりする。 

・家庭学習や毎時間の導入を活用して、漢字の学習

に取り組ませることで、正しく丁寧に書くことが

徐々に定着してきているので、継続していく。 

・書く力をさらに伸ばすために、日記に継続的に取

り組ませたり、作文を書かせたりして表現力をさ

らに高めていく。 

・授業において「言葉の宝箱」（語彙表）を活用す

ることで、言葉の意味や使い方を知り、言葉に対

する意識を高める。 

 

調年間を通して家庭学習や毎時間の導入等で、漢字練習に継続

的に取り組ませたことで、漢字の知識理解が定着してきてお

り、正答率が９割近くになってきた。 

調一言日記に継続的に取り組ませたこと等で、文章を書くこと

に抵抗が少なく、意欲的になり、使用する語彙の種類も増えて

きた。しかし、調査の結果では、テーマに沿って文の構成を考

え、文章を書く力は全国の平均を大きく下回っている。特に、

下位層の児童に関して顕著に見られ、個別の支援が必要であ

る。 

学授業の中で、「言葉の宝箱」を机に置いて、いつでも語彙の意

味を調べたり、新しく発見した語彙を記録したりする機会を

設けたことは、語彙力を伸ばしていく手だての１つとなった。

３年生で学習する国語辞典の活用でも生かせるようにする。 

算数 

学具体物を活用したり、既習事項を確認しながら反復したりし

て問題練習することで、個人差はあるが、計算の技能や基礎

的な知識・理解が徐々に高まっている。 

 

 

学文章問題で問われていることを理解し、自力で解くことが難

しい場面がある。 

 

 

学文章問題で式を立てることはできるが、自分の考えを表現す

ることに苦手意識をもっている児童がいる。 

・計算の技能や知識・理解に個人差が見られる。既習事

項をもとにしながら繰り返し計算練習を行っていく

必要がある。 

 

 

・文章問題で問われていることが理解できず、順序に沿

って解くことが難しい児童がいる。何を答えるのか、

どのように立式して答えを求めるかを指導していく

必要がある。 

・式の立て方や問題の解き方について、自分の考えを説

明する力が弱い。自分の考えを発表する場面を多く設

定していく必要がある。 

・授業の始めに関連する内容の既習事項の計算に触れて、問

題に対する抵抗感をなくして課題に取り組みやすくしてい

く。また授業や家庭学習の中で、個に応じてドリルやプリン

ト、ｅ‐ライブラリなどで反復しながら、苦手な問題に取り

組む指導を継続していく。 

・「①授業の中で具体物を活用したり例を挙げたりする。」、「②

『分かっていること』と『求めること』は何かを明確にす

る。」以上の２点を実施していくことで、文章問題を正しく

理解する力を付けていく。 

・授業の中で、ノートに自分の考えを書いたり、ペアや全体で

考えを共有したりする場面を多く設定する。 

・継続して、学習内容に関連する既習事項を授業の

始めに確認していく。特にかけ算九九の習熟につ

いては、引き続き、授業や家庭学習で反復練習を

続けていく。 

 

・ＩＣＴ機器を活用し、友達や学級全体で考えを共

有しながら、さらに思考を広げていくようにす

る。 

調長さやかさ、時こくと時間は１０ポイント以上目標値から下

回った。定着を図るために、継続的に復習する必要がある。時

計・ものさしなどを教師が積極的に生活の中で活用し、児童に

考えさせていく必要がある。 

調かけ算は検定や反復学習等をさせることで、成果が出てきた。 

２年生が終わるまで継続して、家庭で取り組ませたり学校で 

検定したりする指導を続ける。 

学ＩＣＴを活用して、児童の考えが書かれたノートを紹介する

など、考えを共有することで、思考の広がりが出てきた。また、

自分の考えを説明することで、考えが整理され思考が深まる

と共に自信につながり、学習への意欲向上につながった。さら

に、文章問題の理解の深まりも見られた。 

学年 教科 
令和元年度の定着度調査（１学年を除く）や        

６月以降の学習状況に基づく分析 
学力向上に向けての児童の課題 改善のための取組 追加する取組等（12月） 年度末の取組評価（２月） 

令和２年度学力向上のための重点プラン【小学校】                                     新宿区立落合第二小学校 （様式 1） 



３ 

国語 

調全領域、区や全国の平均は上回っているが、領域別に正答率

を比較してみると、「読むこと」の領域の正答率が 79．6％と

低い。中でも、「目的や必要に応じて、場面の様子を読み取る

こと」や、「事柄の順序を考えながら、内容を読み取る」設問

において、誤答が４割近く見られた。 

 

調「読むこと」の次に「書くこと」の領域においても、正答率

が 83.1％と 9割に満たない数値になっている。特に、「文章の

言いかえられた言葉を理解する」設問や「意見を受けて、説明

の文章を改善する」設問においては、正答率が 6 割程度にと

どまり、無解答児童も何名か見られた。 

 

学自分が体験したことを短く文章でまとめることは、ほとんど

の児童が身に付いている。 

・物語文、説明文のどちらにおいても、一つ一つの言葉

に注目しながら丁寧に読み取る力を伸ばしていく必

要がある。 

 

 

 

・感想や自分の考え、日記など、簡単な文章はほとんど

の児童が書けるが、語彙が少なかったり、表現の仕方

がワンパターンだったりするので、さらに広がりを持

たせることが必要である。 

・新出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。 

・音読を繰り返し行うことで、書かれている内容の理解につ

なげ、文章全体の構成や内容の大体を捉えられるようにす

る。 

・教科書に傍線を引かせたり、分からない言葉は辞書を活用

したりすることで、言葉や文に着目して丁寧に読み取る習

慣を身に付けさせる。 

・読書の機会を増やすとともに、「言葉の宝箱」（語彙表）を活

用することで語彙力を高めていくようにする。 

・日常的に視写に取り組み、語彙力や表現力の向上を図る。 

 

・体験したことを日記にすることで、表現の仕方に広がりを

もたせるようにする。 

・学習の中で、必ず音読する場を設定し、1人 1人

の読みを確認できるようにし、正しく読めるよう

にする。 

・初見の文章を読む時だけでなく、漢字の学習時や

文章を書く時にも、積極的に辞書を活用させるこ

とで、語彙力、表現力の向上を図る。 

・「言葉の宝箱」（語彙表）の言葉を使った文作りに

取り組ませ、いろいろな言葉の使い方を身に付け

る。 

 

・日記を書く活動をさらに増やすことで、より表現

力が身に付くよう指導する。 

調「物語の内容を読み取る」については、「登場人物の気持ちに

ついて叙述を基に捉えている」の正答率が９４．６％で目標値

を１９．６ポイント上回っている。語彙表活用の成果が表れた

と考えられる。一方で、「説明文の内容を読み取る」について

は、「叙述を基に段落の内容を捉えている」が正答率５０．０％

と目標値と同程度ではあるが、全体の中では低い数値になっ

ており、引き続き内容を丁寧に読み取る力を伸ばす必要があ

る。 

調「漢字の読み・書き・言語の学習」については、全体的に正答

率が目標値を大きく上回っており、定着が見られる。今後も引

き続き、丁寧な漢字学習を継続する。 

調「文章を書く」については、校内の正答率が３０％程度にとど

まり、目標値を２０ポイント近く下回っている。日記など体験

したことを文章に書く力は定着が見られるが、指定されたテ

ーマについて自分の考えを書くことに課題が残る。さまざま

な場面で自分の考えを書く機会を設ける必要がある。 

学辞書を活用する場面を日常的に取り入れたことで、使い方を

理解し、語彙力、表現力の向上を図ることができた。引き続き、

継続し言語能力の向上を図っていく。 

算数 

調全領域、区や全国の平均正答率を上回っている。観点別に見

ると、「数学的な考え方」の正答率が 77.5％と低くなってお

り、文章問題から解答する設問での誤答率が高い傾向にある。 

調「身近にあるもののかさに使われる適切な単位を理解する」

の設問では、正答率が 6 割程度にとどまり、無解答の児童も

何名か見られた。 

学学習意欲の高い児童が多く、意欲的に取り組んでいる。一方

で、既習内容が定着していない児童も見られる。 

・文章問題や応用問題が苦手な児童がいるので、問題を

正しく読み取る際に、より丁寧な指導が必要である。 

 

・長さやかさなどの量感が身に付いていない児童が多

いので、量感を実感を伴って理解できるような手立て

を工夫する必要がある。 

・特に、繰り下がりの引き算、かけ算九九の６，７，８

の段の定着につまずきがみられる児童がおり、既習内

容についても繰り返し取り組ませることが必要であ

る。 

・問題を解く際に、既習事項を確認しながら解き方の見通し

をもたせる。また、式だけでなく図や絵、数直線などを用い

て自分の考えを詳しく表現できるように指導する。 

・長さやかさについては、具体物の活用や身近な事例を挙げ

ることで、量感を体で感じられるような授業の工夫をする。 

 

・授業や家庭学習の中で、繰り下がりの計算やかけ算九九に

ついて補充プリントを常時用意し、授業の冒頭や終末の時

間などで取り組めるようにする。 

 

・自力解決のヒントになるような、既習事項を提示

することで、解き方の見通しをもち、自分の考え

を詳しく表現できるようにする。 

・長さやかさ、重さなどの学習では具体物を使う活

動を意図的に多く取り入れ、実感を伴った理解へ

つなげる。 

・プリントだけでなく、ドリルを繰り返し活用する

ことで既習事項の確実な定着を図る。 

調校内正答率が７３．３％と、目標値の７３．１％を０．２ポイ

ント上回っている。そのため、継続して復習問題に取り組ま

せ、既習事項の定着を図る。 

調四則計算の知識・技能面は、正答率が９割近くで、目標値を上

回っている。一方で、計算の仕方の説明や、答えの求め方の説

明では、正答率が３～５割程度にとどまっており、今後も自分

の考えを説明する学習機会を多く設ける必要がある。 

学具体物を使う活動を多く取り入れたことで、実感を伴った理

解へつなげることができた。 

学ドリル学習を継続したことで、既習事項の定着を図ることが

できた。また、コンパスや定規などの操作経験を積ませたこと

で、作図に関して技能の定着が見られた。「文章問題や応用問

題」「繰り下がりの引き算と九九」については、繰り返し学習

を通して、正しく読み解いたり、正しく計算したりする力が付

いた。また、具体物の操作により量感が身に付いた。 

４ 国語 

調全体として、全国平均を若干上回っているが、ほとんど差異

のない正答率となった。領域別にみると、「読むこと」におい

ては、全国平均を 6.6ポイント上回ったものの、「書くこと・

話すこと」では全国平均を下回った。 

調「書くこと 作文」の設問では、全国正答率から 10 ポイント

下回った。無解答率は 31.5%で、文章を書くことを苦手とす

る児童が多い。 

学学習した漢字を正しく読んだり、書いたりできるようになっ

た。 

・書くことに対し、苦手意識をもつ児童が多い。継続的

に書く活動や語彙を増やす活動を取り入れて指導し

ていく必要がある。 

 

・自分の気持ちを適切な言葉を使って表現する力がま

だ十分身に付いてはいない、語彙力を高める必要があ

る。 

・漢字を正しく習得できているので、とめ・はね・はら

いを意識させ、力を伸ばしていく必要がある。 

 

・継続的に視写に取り組むことで、書くことに慣れ、文章の構

成や接続詞、修飾語などの文章表現の技法を覚えたり、語彙

を増やしたりできるようにする。 

 

・「言葉の宝箱」（語彙表）を用いたり、国語辞典を積極的に活

用したりして、語彙力を高め、表現力を高めていくようにす

る。 

・毎日、文章で一日の振り返りを書く時間を設ける。 

・新出漢字のはねはらいに印を付けて意識できるようにする。

また、単元ごとに実施する漢字テストで、90%に到達しなか

った児童に対し、再テストを実施する。 

・視写をする際、文字数と時間制限を示すなど、め

あてをもって取り組むよう指導する。 

 

 

・振り返りに関する語彙表を追加し、学習の振り返

りを書く際に生かすことで、より表現力を高めるよ

うにする。 

・１日の振り返りを毎日継続的に取り組み、自分自

身が頑張ったところや友達の意見を聞いて考えが深

まったところなど視点をもって書くよう指導する。 

調漢字の学習に継続的に取り組むことで、漢字の読み書きに関

しては、校内平均正答率が全国平均正答率を４ポイントほど

上回った。 

調文章を書くことに関して、校内正答率が３４．４％、全国平均

正答率が５６．４％と２０ポイント近く下回っており、課題が

ある。語彙表を活用して語彙力を高めながら、交流の機会を設

け、互いの良い表現を生かせるように指導を重ねていく。 

調言葉の宝箱、辞書を活用することにより、物語、説明文の読み

取りに関して、校内平均正答率が全国平均正答率を１３ポイ

ント以上上回っており成果が見られた。 

学視写や 1 日の振り返りを書くことで、語彙量が豊かになり、

文章を理解する力がついてきた。しかし、文章の中で語彙を正

しく用いて、自分の考えを伝えることに課題がある。今後自分

の考えを書いたり、まとめたりする学習活動を継続して取り

入れ、表現力を身に付けさせたい。 



算数 

調全体として、新宿区の平均や全国平均と比べると、正答率は

下回っている。領域別に比較すると、「量と測定」、「図形」で

は全国平均を上回る結果となったが、「数と計算」の領域では、

全国平均を 5.6、新宿区の平均を 10.2 ポイント下回っている。 

調「数と計算 かけ算」の設問では、全国正答率 75.2%に対し、

校内正答率は 57.4%であり、17.8 ポイント下回った。 

調「数と計算 10000より大きい数」では、全国平均から 20 ポ

イント以上下回り、数の相対的な大きさの理解がまだ十分身

に付いていない。 

・基礎的な四則計算において、計算技能が十分でない児

童がいるので、計算技能を着実に身に付けさせる必要

がある。 

 

・かけ算のひっ算が定着していない児童が多い。かけ算

の演習問題を継続的に取り組んでいく必要がある。 

・数の相対的な大きさの理解が不十分な児童が多い。イ

メージをもって学習に取り組めるように具体物や

ICT を用いて指導する必要がある。 

 

・週一回四則計算の定着を図るプリント学習に取り組ませる。 

・タブレットを用いて、個々に合った問題に繰り返し取り組

むことで着実な定着を図る。 

 

・毎時間、かけ算やわり算の演習問題を行う時間を設け、個別

に進度を確認しながらそれぞれに合った内容を考えて問題

を用意し、習熟を図る。 

・具体物を用いたり、ICT 機器を活用したりして、イメージ

化できるようにし、数を相対的にとらえられるようにする。 

・テストの結果から、児童の苦手としている問題を復習した

り、単元ごとに AI分析の個別プリント学習に取り組んだり

して、学習の定着を図る。 

・引き続き、プリント学習を活動しながら四則計算

問題を繰り返し取り組むことで、基礎基本の学力へ

とつなげる。 

 

・既習事項を生かし、自分の考えを書くとき、グラ

フや図、国語で活用している語彙表を活用して、分

かりやすくまとめられるよう指導する。 

 

・AI 分析の個別プリント学習を活用しながら、個

に応じたプリントに取り組み、より学力の定着を図

る。 

調校内平均正答率が、全国平均正答率を３ポイント以上上回っ

ている。特に活用問題に関しては、７ポイント以上上回ってい

るので、引き続き既習事項の復習に繰り返し取り組む。 

調わり算に関しては、校内平均正答率が６５．４％となり、全国

平均正答率を１０ポイント以上上回った。引き続き、わり算か

け算の復習を定期的に行う。 

学ＩＣＴ機器やデジタルコンテンツを活用することで、図形や

空間的な問題について理解を深めることができた。さらに、か

け算等の計算は定着が見られた。 

学プリントやドリル、AI分析の個別プリント学習を用いて、復

習を行うことができた。また、毎時間振り返りの活動を行うこ

とで、前時の学習を次時の学習へ生かそうとする児童が増え

た。 

学文章題を苦手とする児童が多いので、引き続き具体物や半具

体物、図を用いて支援する。 

５ 

国語 

調「書くこと」の領域で正答率が低く、特に相手や目的を意識

して書く問題の正答率が全国平均と比べ14.8ポイント下回っ

ている。さらに段落構成や、文字数を指定された条件で書く

ことも 7～8ポイント下回っている。無解答も 26.2%いた。 

調「言語についての知識・理解・技能」の観点で、主語と述語

の関係の理解が 12.2 ポイント、連体修飾語の理解が 15.3 ポ

イントで全国平均を下回っている。誤答傾向から、主語・述

語・修飾語の関係を理解ができていない児童が多かった。 

学習得した漢字を活用しようとする意識が低い。 

・書くことに対しての苦手意識のある児童が多い。ま

た、文章を書く機会が限られている。 

 

・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に指導をする必要が

ある。 

・語彙が少ない児童が多く、表現することに自信をもた

せる必要がある。 

 

 

・既習の言語事項について、理解を深める学習活動をす

る必要がある。 

・継続的に視写に取り組み、書くことに慣れ、文章表現の技法

を覚えたり、国語辞典を活用して語彙を集めたりさせるこ

とで、他教科でも書く力を活用できるようにする。 

・日記の宿題を出し、文章を書くことに抵抗なく慣れていけ

るようにする。 

 

・「言葉の宝箱」（語彙表）を用いたり、国語辞典を積極的に活

用したりして、語彙力を高める。さらに、語彙表を用いた文

作りを通して、主語・述語、連体修飾語等の理解を図る。 

 

・既習の言語事項を振り返ることができるプリントの課題に

取り組ませる。また、既習の漢字を用いた文作りを行う。 

・朝学習等で活字に触れる機会を増やすことで、書

くことへの抵抗が薄れ、積極的に書き進めることが

できる児童が増えてきた。 

・日記は継続して取り組むことで、文章を書くこと

に対して抵抗がなくなってきた。 

 

・国語辞典の活用や「言葉の宝箱」（語彙表）の活

用は、習慣になりつつある。国語に限らず他教科に

渡って、活用しようとする児童も増えてきた。 

 

・国語辞典や「言葉の宝箱」（語彙表）を学習の中

で活用する場面が増え、言語事項についての発言が

でるなど、関心が高まった。 

調調査の結果では、「文の構成を考え自分の意見や考えを理由を

付けて書く力」は正答率３９．６％と平均を大きく下回った。

解答傾向から、最後まで集中して書き終える児童が少ないと

考えられる。特に、下位層の児童に関して顕著に見られ、個別

支援が必要である。 

学日記や自主学習に継続的に取り組ませたり、国語の学習では

語彙表を活用しながら自分の考えを書かせたりすることで、

文章を書くことに抵抗が少なくなり、使用する語彙の種類も

増えてきた。今後も、書く機会を多く設定し、学習したことを

生かし、表現する力を身に付けさせたい。 

算数 

調全領域、全国平均と比べてプラスマイナス 2 ポイント以内の

ものが多く、平均値に近い。 

調「折れ線グラフ」の問題は全国平均よりも 5.2 ポイント下回

っている。グラフの目もりの付け方や正しい読み方の理解が

不十分な児童がいる。 

 

調「億と兆、概数」の問題では、数を 10 分の 1にした数を求め

る問題では 10ポイント以上全国平均を上回ったのに対して、

概数を求める問題では 10 ポイント以上下回った。 

学文章問題において演算決定が苦手な児童が多い。 

・基礎的な計算力がついていない児童が多い。学習に必

要な計算力について習熟する時間をとる必要がある。 

・グラフの読み取りの力が十分についていない児童が

いるので、練習問題に取り組む必要がある。 

 

 

・概数を使って答える問題の際に確認をしながら取り

組む必要がある。 

 

・演算決定が苦手な児童が多く、文章中から根拠を見つ

けたり、数直線を活用したりして、考えさせる必要が

ある。 

・単元によって、短時間でできる既習の計算プリントを授業

開始時に継続的に取り組ませる。 

・テストの結果から、児童の苦手としている問題を復習した

り、単元ごとに AI分析の個別プリント学習に取り組んだり

して、学習の定着を図る。特にグラフの問題を必ず扱うよう

にする。 

・5年生の小数の文章題で概数を使って答える問題の際に、復

習をしたり、デジタル教科書を活用したりして、視覚的に捉

えられるよう工夫して指導する。 

・必要な問題では全員に数直線を書かせ、演算決定できるよ

うにする。また、苦手な児童には、デジタル教科書の動画を

用いて視覚的な支援を行うことで定着を図る。 

・基礎的な計算力がついていない児童には既習の計

算練習に取り組む時間を確保したが、より定着を目

指すために、継続していく必要がある。 

・グラフの問題などは、小さく切ったグラフを用意

し、ノートに貼らせて、個別に取り組めるように工

夫している。 

・概数を活用する場面で、適切に概数を使って答え

ることができるようになった。 

 

・「単位量当たりの大きさ」など数直線をもとに考

え方を説明させ、視覚的な理解を促すことができて

いる。 

調「小数のわり算」の「商の大小関係を理解しているか」を問う

問題では正答率１３ポイント、平均を超えるための数値を求

める問題では正答率１５ポイントと全国平均を上回った。演

算決定の苦手な児童が減ってきたと言える。 

調「基礎」と「活用」別では、「基礎」が全国平均を４ポイント

下回ったのに対し、「活用」は２ポイント上回った。基礎的な

問題に取り組むことは次年度も継続する必要がある。活用力

がついてきたことは今年度の取り組みの成果と考えられる。

その中で「グラフの読み取り」等については、定着のために引

き続き練習問題に取り組ませたい。 

学図形は具体物を使った活動を取り入れるようにしたことで、

定着がみられた。 

学計算に課題がある児童に対して、基礎的な問題の復習を継続

的に取り入れ、計算力の向上が見られた。 



６ 

国語 

調「書くこと」の正答率は、全国平均と同等であるが、記述式

の設問は条件通りに回答を記述できていない児童が多い。問

題をしっかり読めていないか、書くことへの苦手意識をもつ

児童が多いと考えられる。 

 

 

調「読むこと」の正答率は、全国平均を 6 ポイント上回り、定

着しつつある。しかし、「目的や必要に応じて、登場人物の心

情を読み取る」という設問は、正答率が 6 割にとどかず無解

答も多い。 

 

 

学授業での課題やワークテストの状況から漢字の読み書きや文

章の読解は、少しずつ定着しつつある。一方、漢字を正確に書

けない児童も多い。 

・「書くこと」では、相手意識・目的意識をもち、自分

の考えをわかりやすく豊かに表現したり、文章を構成

したりする力が十分でない。文章構成を立てる学習を

丁寧にしていく必要がある。 

 

 

・語彙が少なく、物語の内容を深く読み取ったり、豊か

な表現で自分の考えや気持ちを書いたりすることが

難しい児童が多い。語彙を増やすための工夫が必要で

ある。 

 

・漢字を書くことはできるが、日常の作文や課題などで

使うことが十分でない児童もいる。漢字を定着させる

ための工夫が必要である。 

 

・朝学習で読書や視写に取り組んでいる。活字に触れる機会

を増やすことで、読むことや書くことへの苦手意識を改善

できるようにする。また、書くことの課題では、例文を用い

ながら文章の構成をはっきりと理解できるように指導す

る。構成メモを書くときには、何を書くかを明確にして、書

けるように指示を丁寧に出す。 

・全員に国語辞典を持たせ、国語を中心に他教科でも気にな

る単語をすぐ調べられるようにする。また、「言葉の宝箱」

（語彙表）として単語帳を作り、新しく学んだ単語などを書

きたしていくことで、書くことの課題で活用し、表現できる

ようにする。 

・書くことの課題では、例文を用いながら文章の構成をはっ

きりと理解できるように指導する。また、構成メモを書くと

きに、何を書くかを明確にして書けるように指示を丁寧に

出す。 

 

・授業や家庭学習の中で、漢字を使うことに意識して取り組

むように声を掛け、継続して取り組む。習った漢字を使うよ

うに日常の課題などを細かく添削していく。 

・朝学習等で活字に触れる機会を増やすことで、書

くことへの抵抗が薄れ、積極的に書き進めること

ができる児童が増えてきた。また、目的やねらい

に応じて自分の考えをまとめ、２００字程度の文

章を短時間で書くことができるようになってい

る。 

・国語辞典の活用や「言葉の宝箱」（語彙表）の活

用は、習慣になりつつある。他教科においても、

活用しようとする児童も増えてきた。 

 

 

・筋の通った文章や具体的で詳しく相手に伝わりや

すい文章を書くことには課題がある。３学期は推

敲の時間を大事にしたい。互いの文章をより良く

するために、視点をもちながらグループで推敲す

る時間を設けたい。 

・漢字の 50問テストなどに向けて、見通しをもっ

て家庭学習に取り組む児童が多い。３学期は、６

年間で習った漢字について総復習していく。 

調「書くこと」については正答率校内平均が５６．３％で、全国

平均を８ポイント下回っている。特に記述式の問題について

は、無回答も多い。グラフから読み取った事実を書く設問につ

いて、誤答が多かった。各教科で、事実を文章で表現する機会

を増やす必要がある。 

調「読むこと」については、正答率校内平均が７２．６％で全国

平均よりも３ポイント上回っている。設問に対して、必要な部

分をしっかり読み取れていると考えられる。 

学語彙への関心が高まった。国語辞典や「言葉の宝箱」（語彙表）

を日常的に活用することで、分からない言葉をすぐに調べよ

うとする児童も増えている。 

学言葉を吟味し、相手に伝えるための工夫を取り入れて、文章

を書くことできるようになってきた。また、自分で推敲した

り、友達と読み合ってアドバイスをしたりする児童も見られ

た。 

 

 

算数 

調「数量や図形についての技能」の正答率は、全国平均を 3 ポ

イント上回り、基礎的な力が定着している。 

 

 

調「数量や図形についての知識・理解」の正答率は、全国平均

と同等である。一方で、定着が十分でない児童がいる。 

学授業での課題やワークテストの状況から、意欲が高く、基礎 

的な学力は定着しつつある児童がいる。一方で、文章問題の

理解が難しく、数直線を書いたり、演算決定をしたりするこ

とが苦手な児童も多い。 

・下位の児童は基礎的な計算が定着していない。立式が

できても正確に計算することができなかったり、計算

に時間がかかってしまったりする児童が多い。基礎的

な四則計算を復習する必要がある。 

・特に小数のかけ算やわり算に躓きが多いので、プリン

ト等で繰り返し学習していく必要がある。 

・文章問題や応用問題を既習の学習を活かして、自分の

考えを説明したりすることが苦手な児童がいる。既習

事項を確認し、見通しをもって問題を解けるように指

導していく必要がある。 

・授業や家庭学習の中で、AI分析の個別プリントを活用する

など、個に応じて反復して取り組む指導を継続していく。 

・授業の中で、具体物の活用をしたり例を挙げたりなど、習熟

度別の授業を行うことで個に応じた指導をする。 

・自分の考えを説明する場面を多く設定する。ICT 機器を活

用し、意欲的に考えを発表させる。友達の説明を聞く場面を

設定し、自分の考え方との共通点や相違点を見つけるなど

して、思考力を高めていく。また、単元ごとに AI分析の個

別プリント学習に取り組む。 

・AI 分析の個別プリントや習熟度別指導により、

計算の苦手な児童の力は着実に伸びている。継続

して個に応じた学習を行う。 

・授業の中での教え合いにより、相互に理解が深ま

っている。教え合いを教師が見取り、適宜補足や

助言を行っていく。 

・互いの発表を聞く機会を積極的に設けることで、

自分の考え方との共通点や相違点を見つけ、より

正確に簡単に解く方法について検討する力がつい

てきている。 

調正答率の校内内平均が、「数と計算」７０．１％、「変化と関

係」５０％と、全国平均と同等である。しかし、分数のかけ算

わり算については、誤答が多く見られた。繰り返し復習し、定

着を図る必要がある。 

調「図形」については正答率の校内平均６９％で、全国平均を３

ポイント上回った。特に、面積や体積については、正答率が

高かった。  

学習熟度指導の中で、既習事項を振り返りながら、繰り返し計

算練習を行ったり、公式を確認したりする中で、学習内容の定

着がみられる。 

学学び合う時間を設け、自分の考えを伝えたり、考え方を教わ

ったりすることで理解を深めることができた。下位児童の計

算力や既習事項を生かす面でも個に応じた取り組みにより、

当初より定着が見られた。 

音
楽 

学表現領域において、自分の思いを表現しようとする姿が多く見られる。

自分の思いを音楽の言葉で伝えることに課題がある。 

 

学鑑賞領域において、音楽のよさや面白さを感じ取ってはいる。その一方

で、共通事項（曲のしかけ）を手掛かりにして、楽曲を味わうことに課

題がある。 

・表現するために、どうしたら相手に伝わるか、これま

での経験や学習、友だちの意見を聞いて学習を深める

ことに課題がある。 

・音楽から聴き取ったことと感じ取ったことを自分の

言葉で伝える力に個人差が見られる。 

・毎時間、短時間でも、自分の思いや意図を友達に伝える場面

を設定する。 

 

・友達と共有する場を設け、対話の中で気付きや考えを深め

ることができるようにする。個人の音楽の言葉や表現力を

高めていくようにする。 

・互いの表現を見合う場面で、音楽の言葉を提示し

言葉かけを増やすことで、音楽の言葉を活用しな

がら、自分の思いを伝えられるようにする。 

・表現の工夫の場面において、友だち同士や教師と

の対話を通して気付いたことやアドバイスを、自

分たちの演奏の表現に生かせるようにしていく。 

・自分の思いや意図を伝える活動を繰り返し行っていくこと

で、音楽の言葉が定着し、自分の思いを明確にもつことがで

きるようになってきた。 

・８割程度の児童が音楽発表会までの練習を通して、友だち同

士や教師との対話から気付いたことやアドバイスを、自分た

ちの演奏の表現に生かせるようになってきた。 

図
工 

学表現領域では、自分の思いをもち意欲的に活動しようとする姿が多く見

られる。一方で、思いを表現に繋げるための技能に課題がある。 

 

学鑑賞領域では、楽しみながら個々に作品のよいところを見付けることが

できる。その反面、見方を変えて自分の考えを深めたり、友達の作品か

ら想像を広げたりすることに課題がある。 

・表現するために、何を使えばよいか決めたり、これま

での学習を生かして選んだり組み合わせたりする、創

造的な技能に課題がある児童がいる。 

 

 

 

 

・一度思いをもつと、そこから違う見方をしたりイメー

ジを広げたりすることに課題がある児童がいる。 

・創造的な技能を育成するために、道具や材料の体験を充実

させ、基礎的・基本的な技術の定着を図り、板書や友達の作

品の紹介などから表現の選択肢を増やせるようにする。 

 

 

 

・イメージを明確にするために、造形的な要素に着目させ、

感じたことを振り返ることができるようにする。また、友

達と共有したり、全体へ発表したりする場を設け、対話の

中で気付きや考えを深めることができるようにする。 

・画用紙や粘土、木、紙粘土など様々な材料や道具

へ触れる機会を設定した。その結果、児童は自分

が表したい色や形を試行錯誤しながら表せるよう

になってきている。今年度は個人制作が主となっ

ているため、鑑賞等で思いを共有する場面をより

一層充実させる。 

・児童は、意見交換や鑑賞の発表などで造形的な要

素に注目して振り返ることができるようになって

きている。造形的な語彙を増やし、自分が感じた

様子を友達と共有することができるようにする。 

・様々な道具や材料に触れたり、組み合わせを考えたりする体

験を積むことにより、表現するための基本的な技能を育むこ

とができた。以前使った材料や道具を生かして自分の想いを

表したり、鑑賞の場で想起したりすることができる児童が増

えてきている。 

・表現活動の初めにペアや学級全体でアイディアを共有したり、

学習途中で鑑賞を設けたりすることで互いの気付きを共有

し、思いや考えを深める児童が増えた。さらに、表したいもの

を言葉や絵に表すなど、自分の創作へのイメージを明確にで

きるようにしていきたい。 



特
支 

学グループ学習を中心とし、それぞれのグループで個々の児童に合ったか

かわりや学習内容を工夫することで落ち着いて学習に取り組めるよう

になってきている。 

・少人数で過ごすことが多くなり、より子ども達同士の

かかわりやコミュニケーションが高まってきている。 

・引き続き、少人数での学習を中心とし、子ども達同士のかか

わりやコミュニケーションの高まりを目指す。 

・日常生活の流れを理解し、きまりを守ったり学習

においては集中したりできる場面が増えた。発達

段階に合わせて、より効果的な学習形態をとる。 

・少人数の固定したグループでの生活と学習を通して、日常生

活やルールなどを理解し、よりよいかかわり合いをもちなが

ら、自分の気持ちを伝えたり相手の気持ちを受け止めたりで

きるようになってきた。 

     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。   


