
■ 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 機器の活用、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。 中

間
評
価 

・各学年学級指導、習熟度別指導などにおいて、継続的・効
果的な ICT 機器活用を進め、学び合う場を増やしたこと
で、基礎学力の定着につながっている。 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 機器の
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。ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末の活用、個に応じた教材の
準備など、一人一人に応じた個別の配慮を行う。 

・学習計画を掲示するなどして、単元の目標を確認したりや
活動の見通しをもったりすることで、学習意欲の向上や集
中力の高まりが見られる。タブレット端末を用いて、個に
適した問題や資料の提示ができるように進めている。 

・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。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ことができた。 

 
■ 学年の取組内容 

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、正確に書ける児童と定着が不十

分な児童に、力の差ができている。 

 

 

 

 

学自分で考えて文章を書くことが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。 

 

 

 

 

 

・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、デジタルドリル等を用いて漢字

の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

文章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み、読書

の機会を増やしたり、「言葉の宝箱」（語彙表）を必要に応じ

て利用したりすることで語彙力を高める。 

・漢字ドリルでは丁寧に書くことができている。普段のノー

トや文章などを書く際も学習した漢字を活用させる。 

 

 

 

 

 

・文の型や例文を示すことで、スムーズに文章を書ける児童

が増えてきた。長い文章を書くため、構成メモを書き、児

童同士で交流しアドバイスし合う機会を設ける。 

 

 

 

 

 

・新しい言葉が出たときなど、活用の仕方を復習するなどし

て、語彙を増やすことができた。読み聞かせや読書の機会

を増やし、本に親しみながら読解力をさらに高めていく。 

調全体の校内平均正答率が８５．２％で全国平均正答

率の８１．９％を３．３ポイント上回っている。家

庭学習や毎時間の導入等で、漢字練習に継続的に取

り組ませてきた。その結果漢字の知識理解が定着し

てきた。引き続き、継続的に取り組んでいく。 

 

調「書くこと」では、型の提示や、繰り返し児童同士で

交流し文を読み合うことで、意欲的に取り組むよう

になった。新宿区学力定着度調査では「お話を考え

る」は大幅に目標値を上回った。しかし、「文章を書

く」は目標値より低く、特に既定の分量に到達してい

ない児童が多かった。日記や作文を定期的に取り組

ませると共に、時間を計って一定量の文章を書く機

会を設ける。 

 

学語彙表を活用し、新しい言葉を使って文を書く練習

をしてきたことで、表現力がさらに高まった。他教科

での活用も進めていく。 

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 

学助詞や句読点の使い方や、正しい平仮名・片仮名の習得はま

だ、不十分である。 

 

 

学語彙表を活用して語彙を増やし、言葉への関心が高まってき

たが、文の中で適切に活用することが不十分である。 

 

 

 

学拗音や、促音の発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、他教科とも連携しなが

ら授業の中で、様々言葉の意味や使い方の指導を続

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。 

・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、正しく助詞や平仮名等を使え

るように、書いたり読んだりする機会を増やす。 

 

・児童が見つけた言葉を語彙表で共有したり、他教科の学習

や振り返りを書く際に、毎回語彙表を用いることを促した

りして、言葉に関心をもてるようにする。 

 

 

・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。 

学平仮名や片仮名を習得し、字形を整えて正しく書ける児童が増えてきた。書いた文を見直しする習慣も着き、拗音や

助詞の正しい使い方も定着しつつある。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作文につ

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さらに定着させ、、活用力の習得を目指

す。 

学１年を通じて語彙表を活用したことで、語彙への関心が高まってきた。言葉の意味を推測して文を読んだり、新しく

習得した言葉を積極的に活用したりすることが出来るようになってきた。また、語彙表から学んだ相づち言葉や観察

に使う言葉などを他教科でも、積極的に使おうとする姿勢が見られた。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伸ばしていく。 

 

学句読点を意識して読むことで、言葉のまとまりに気を付けて音読ができるようになってきた。さらに、物語文では学

習で読み取ったことを基に登場人物の心情を表現しながら読もうとする児童も増えてきた。漢字の読み方については、

正しく読むことが十分でなく、プリントやデジタルドリル等を用いて漢字の読み方について、更なる定着を図る。 

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、計算カードやデジタルドリルを用いて、たし算とひ

き算の練習を行うことで習熟を図る。 

 

 

 

・文章問題の理解に必要な個所に線を引く指導を行い、立式

のヒントを自分で見つけられるようにする。また、練習問

題を行う際には、繰り上がりのある加法や繰り下がりのあ

る減法など様々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。 

学ブロックなどの具体物を操作しながら、考える活動を繰り返し行うことで、数の構成や位、繰り上がりのあるたし算

や繰り下がりのあるひき算の理解が深まってきた。また、計算カードでたし算やひき算の練習を繰り返し行うことで、

正確に素早くに計算する力が身に付いてきた。しかし、１０の数の構成が定着せず、計算を苦手とする児童も少なく

ない。引き続き、プリントやデジタルドリルを活用して復習に取り組む。 

 

学文章問題の必要な個所に印を付けたり、問題を図で表したりすることで、問題を正しく理解し、正しく立式ができる

ようになってきた。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必要がある。引き続き、プ

リントやデジタルドリルを活用して復習に取り組む。 

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】                                           新宿区立落合第二小学校 （様式 1） 



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

明する力に課題がある。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、デジタルドリル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。」、２点を実施していくことで、文章問題を正しく読み

取る力を付けていく。 

 

 

・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。 

・既習事項の計算に触れることで計算がスムーズにできるよ

うになっている。また学習したことを掲示し常に目につく

ようにし、定着を図っている。デジタルドリルを活用し習

熟度に合わせて取り組むことができている。さらに東京ベ

ーシック・ドリルを活用し、個に合わせた児童の習熟の定

着を図る。 

 

・文章から内容を読み取る際、誤読してしまうことがあるた

め、注目すべき言葉を確認し繰り返し指導する。式だけで

なく、言葉や図を使って考えを示すことができるように指

導する。 

 

 

・多くの文章問題に触れ、立式の根拠になる言葉を進んでペ

アや全体で確認できるようになってきた。さらに自信をも

って自分の考えを表現できるように指導する。 

調校内平均正答率が７８．５％で全国平均正答率の７

２．３％を６．２ポイント上回っている。デジタルド

リルや東京ベーシック・ドリル等で既習事項を繰り

返し学習したことで、基礎学力が定着した。今後も授

業開始時や習熟時のデジタルドリルの活用を進めて

いく。 

 

調かけ算は検定や反復練習等をさせることで成果が出

た。校内平均正答率は８５．５％で、目標値より３．

５ポイント高い。しかし、かけ算の立式での誤答が目

立った。１つ分×いくつ分の意味の定着を徹底して

３年生へとつなげていく。 

 

学練習問題や家庭学習にて文章問題に多く取り組んだ

ことで、問題文の分かっていることや、求めているこ

とが何か正しく判断できるようになった。また図に

表すことで、数量関係の理解が深まった。今後も解決

に向け、図や記号などを用いて表現する活動を取り

入れ、さらに理解を深めていく。 

３ 

国語 

調全領域、区や全国の平均は上回っているが、領域別に比較し

てみると、「読むこと」の正答率が 71．3％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、内容を読み取ること」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 51.2％と低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こと」や「意見を受けて、説明の文章を改

善すること」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

や、「段落」「まとまり」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

がパターン化されていたりするので、さらに表現の広

がりをもたせることが必要である。また、新出漢字の

表記について、正確に書き取る力を伸ばし、さらに日

記や作文などの文章に活用させる必要がある。 

・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。また、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。 

 

 

 

 

 

・読みの学習において、振り返りの場面で友達の考えを受け

て自分の考えを付け足したり、深めたりするような交流の

機会を設け、いろいろな表現や語彙について学習する。ま

た、デジタルドリル等を用いて、漢字や言葉の学習をくり

返し行い、語彙を正しく習得する。 

 

 

 

 

 

・今後も継続して、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。（文章の書き初めに工

夫をもたせる。） 

・学習の中で、音読する場を設定し、1人 1人の読みを確認

し、正しく音読できるようにする。また、物語文では登場

人物の言動に傍線を引かせて、気持を想像させる。また、

分からない言葉は語彙表などを活用して、文章を丁寧に読

めるようにする。 

 

 

 

 

 

・新出漢字の学習時だけでなく、学習の振り返りや自分の考

えをまとめる際にも、積極的にデジタルドリル等を活用さ

せることで、漢字や言葉の学習を繰り返し行い、語彙を正

しく習得する。 

・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。 

 

 

 

 

・物語文の指導の中で日記を書く活動を増やすことで、より

表現力が身に付くよう指導する。 

調「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９３％と目標値を３

ポイント上回った。毎回の説明文の単元で段落構成

をおさえていた成果が表れたと考えられる。一方で

「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

６６．７％で目標値を８．３ポイント下回っている。

全体の中では低い数値になっており、引き続きポイ

ントとなるキーワードを見つける活動を取り入れる

など、内容を正確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上回っており、定着が見られ

る。今後も引き続き、デジタルドリルや家庭学習など

で習得を図る。 

調「文章を書く」については、校内の正答率が４７．４％

と低く、目標値を２０ポイント近く下回っている。日

記や作文等で文章にする力は定着が見られるが、指

定された長さで自分の考えを書くことに課題が残

る。様々な場面や形式で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。さらに、ドリルパークを活用して繰り返し漢

字の筆順等に取り組ませたことで習熟が図れた。引

き続き、継続し言語能力の向上を図る。 

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 63.0％と低くなってお

り、文章問題での誤答率が高い傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

調「立式した減法の式から、正しい答えを求める」問題では、

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に苦手意識をもつ児童がいるの

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、実体験を基に、実感を伴って量感を理解でき

るような手立てを工夫する必要がある。 

 

 

・特に、繰り下がりのひき算、かけ算九九の６，７，８、

９の段の定着に課題が見られる児童がおり、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、式だけでなく図や具体物、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

ついて復習プリントやデジタルドリルを常時用意し、授業

の冒頭や終末の時間などで取り組めるようにする。 

・説明的な文章を読み取るときのアプローチの仕方を示した

事で、学び方の見通しがもてるようになってきた。引き続

き、筋道を立てて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。 

 

 

 

 

・視点を明確に示した事で、自分の考えを書く力が身に付い

てきた。いって長さやかさ、重さなどの学習では秤などの

具体物を使う活動を意図的に多く取り入ることで、実感を

伴った理解ができるようになってきている。 

 

・プリント学習で習熟度を高めながら、さらにデジタルドリ

ルを繰り返し活用することで大きな数の筆算や小数の計算

などが定着してきた。 

  

調全体の校内正答率が６９％と、目標値の６７％を２

ポイント上回っている。継続して復習問題に取り組

ませ、既習事項の定着を図る。 

調たし算・ひき算（３けたや４けた）は、校内正答率が

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、校内正答率が３８．

６％と６．４％下回っている。今後も自分の考えを説

明する学習機会を多く設けていく。 

 

学円と球や長さ・重さなど、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。引き続き体験的な活動等を取り入れてい

く。 

 

学デジタルドリルや計算ドリルを継続したことで、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（コンパスアート等）。「文章

問題や応用問題」「繰り下がりのひき算と九九」につ

いては、習熟に応じた指導を通して、正しく読み解い

たり計算したりする力が付いた。今後も、教具の操作

活動を多く取り入れるなど、作図の技能を高める。 



４ 

国語 

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。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

数値になっている。 

 

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いる。しかし、定着が不十分

な児童も少数いる。 

 

 

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。 

 

 

 

学辞書の使い方を理解し、漢字の学習など日常的にの学習の中

で使いこなすことができている。 

・説明的な文章の読解において、内容を丁寧に読み取る

とともに、段落ごとのまとまりや段落同士の関係など

を捉えながら客観的に読み取る力をつけていく必要

がある。 

 

 

 

・漢字の読み書きや言語に関する知識理解においては、

学習への取り組み方が身に付いている児童と、身に付

いてない児童の差が大きい。 

 

 

・書く力に関して、日記など体験したことを書く力は定

着が見られるが、指定されたテーマについて自分の考

えを書く力が課題である。 

 

 

 

 

 

・設定された場面では辞書を使用することができてい

るが、日々の学習の中で自主的に辞書を活用できてい

る児童は少ない。 

・叙述の細かい部分に着目した読み方だけでなく、段落の中

心を捉えて要約したり、段落同士の関係を視覚的に図に示

したりするなどして説明的な文章の読解力を定着させる。 

 

 

 

 

・学習への取り組み方が身に付いていない児童には、具体的

な取り組み方を丁寧に示すと同時に、デジタルドリルなど

個別に家庭学習や自主学習の課題を設定するなどして、繰

り返し取り組めるようにする。 

 

・何について書くのか視点を明確に示し、書き出しの例を示

すことで書き方を身に付けさせる。他教科でも広く、自分

の考えを書く場を意図的に設定する。 

 

 

 

 

 

・国語を中心に、他教科でも学習の際は、常に辞書を手元に置

くようにし、自分で必要な場面で調べられるようにする。 

 またタブレット端末でも視覚的に調べるように促す。 

・デジタルドリルとプリント等を併用することで知識・技能

の定着を図ることができた。さらに、視写教材への取り組

みを通して、様々な書きぶりの文章に慣れ親しませ、文章

を読む事への抵抗をなくすようにする。 

 

 

 

・漢字テストを細かく定期的に行うことで、確実な知識の定

着を図る。定着していない漢字については、その都度繰り

返し反復して練習させるよう指導する。 

 

 

・自分の考えを書く前の段階で、友達と考えを交流させるこ

とで、自分の考えを書くヒントになるように交流の場を設

定する。 

 

 

 

 

 

・漢字の学習時には必ず辞書を携帯させるようにし、日常的

に辞書を活用する場を設定する。 

調叙述に常に着目して読み取らせたり、「説明文」につ

いては、文章構成のパターンをつかませたりしたこ

とで、文章の正しい読み取りにつなげることができ

た。一方で、初見の文章については、物語文、説明文

ともに正答率が６割程度と低くなっているので、大

切な言葉を抜き出すなど、指導の工夫が必要である。 

 

学プリント学習とデジタルドリル、視写など場面に応

じて併用したことで、知識の定着を図ることができ

た。引き続き効果的な活用を模索していく。 

 

 

調書く前の段階で友達と交流する場面を設けたこと

で、書くことに苦手意識のある児童も、自分の考えを

書けるようになってきた。短く箇条書き程度は書け

るようになったが、ある程度の文章量が必要な物に

ついては、昨年度同様、目標値を 15 ポイント近く下

回っている。短作文を書く活動を日常的に取り入れ

るなど、書くことの経験を積み重ねていく。 

 

学国語以外の学習でも、辞書を引く習慣が身に付き、言

葉に興味をもつ児童がいる一方で、辞書を活用し切

れていない児童がいるので、他教科に渡って使う機

会を増やし、引き続き指導する必要がある。 

算数 

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。 

 

 

 

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いる。 

 

学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。 

・桁数の多い筆算において、計算の仕方は理解できてい

るが、九九や繰り上がり繰り下がりの計算の定着が不

十分なために誤答が多い。 

 

 

・計算の仕方の説明や、答えの求め方の説明など、自分

の考えを分かりやすく説明することに課題がある。 

 

 

・コンパスや定規の操作においては、定着している児童

と定着していない児童の差が大きいことが課題であ

る。 

 

・筆算の計算問題は、定期的に家庭学習などでデジタルドリ

ルを活用し、繰り返し取り組み、定着を図る。 

 

 

 

・授業の中で、答えの出し方や計算の仕方など、自分の考えを

書かせたり、発表させたりする場面を意図的に設定し、書

き方、説明の仕方を身に付けさせる。 

 

・具体物を操作したり、実測したりなどの体験的な学習を取

り入れたりすることで、定着を図る。また、定期的に授業や

家庭学習などで、繰り返し操作させる課題に取り組ませる。 

 

・デジタルドリルに加え、東京ベーシック・ドリルを活用

し、個に合わせて学習の定着を図る。 

 

 

 

・自分の考えを書く時には、式や文、記号、図など様々な表

現の仕方があることに気付かせ、思考を書き表す際に生か

せるようにする。 

 

・児童同士の学び合いの場を設定することで、定着していな

い児童に、道具の操作の仕方を定着させる。 

調知識・技能では目標値を７ポイント上回った。東京ベ

ーシック・ドリルを定期的に取り入れて既習事項の

定着を図ったことで、4年の学習内容の理解につなげ

ることができた。 

 

学タブレット端末の「発表ノート」を活用し、たくさん

の友達の考えと交流することで、自分の考えの書き

方や説明の仕方が身に付いた。 

 

学コンパスや三角定規を使った作図は繰り返し取り組

むことで技能を習得することができた。時間が経つ

と忘れてしまうので、定期的に繰り返し取り組ませ

ていく。 

５ 国語 

調「書くこと」の領域で正答率が低く、「内容を明確にして、指

定された字数で書く」は全国平均と比べ 22 ポイント下回って

いる。無解答も 35.8%いたので時間配分に課題があると考え

る。一方で、「要約する」は、全国平均を 6.4ポイント上回っ

ている。 

 

 

 

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 18.9 ポイント、連体修飾語の理解が 13.6 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たり、自分の考えを段落に分けて書い

たりすることに課題がある。 

・書くことに対しての苦手意識のある児童が多い。また 

決められた時間で、文章を書く機会が十分でないの

で、時間内に限られた文字数や、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。 

 

 

 

・主語・述語・修飾語の関係を意識した文作りや読み取

りの経験が少ないことが課題である。 

 

 

 

・既習の言語事項について、習熟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。また、日

記や作文などの課題を出し、まずは文章を書くことへの抵

抗をなくし、慣れていけるようにする。 

 

 

 

・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。その際、「言葉の宝箱」（語彙表）や国語辞典

を積極的に活用して、語彙力を高める。 

 

 

・既習の言語事項を振り返ることができるプリントやデジタ

ルドリル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。 

・朝学習や国語の時間に短作文を書く学習を行っている。長

文を書くことには抵抗がある児童も、字数を少なくした

り、書く前に構成メモを作ったりすることで、自分の力で

書き進めることができるようになってきた。また、友達と

読み合ったり、感想を伝え合ったりすることで、書く意欲

が高まっている。今後は、「初め」「中」「終わり」を意識

して書かせるようにする。 

 

・文章を書く際、文章のねじれが見られることがあるので、

推敲するポイントを明示し、継続的に指導を続けていく。 

 

 

 

・デジタルドリルを活用して、漢字練習を毎日継続的に行っ

ている。家庭学習で文作りにも取り組んでいるので、引き

続き既習事項の定着を図る。 

調「書くこと」の領域では正答率が昨年より 20ポイン

ト近く上がり、無解答の割合も大きく減った。朝学習

や国語の時間に短作文を繰り返し書くことを積み重

ねてきたことで、書くことへの抵抗が少なくなり、力

がついてきた。自分の意見を書く力はついてきたが、

その理由を明確にすることが苦手なので、モデル文

を示しながらさらに書く練習が必要である。 

 

調「言語についての知識・理解・技能」の観点で、「修

飾語」についての理解がまだ低い。教科書の文中から

修飾語を探して線を引く活動を取り入れる他、自分

が書くときにも意識させることが必要である。 

 

学デジタルドリルと、プリントやノートでの学習を併

用したが、漢字の習得には個人差がかなり大きい。個

人に合った方法で練習ができるよう、練習方法の選

択肢を広げていく必要がある。 



算数 

調各領域、全国平均と比べて、平均値をやや上回っている。「デ

ータの活用」は 2ポイント下回るがほぼ平均である。 

 

 

 

 

調「折れ線グラフで表すとよいもの」は 10 ポイント、「平行四

辺形の作図」は、12ポイント全国平均より下回っており、課

題である。 

 

 

調「億と兆、概数」の問題では、読み取り方や数直線に示され

た数を表すことは、全国平均とほぼ同様であるが、概数を求

める問題では 5～9 ポイント下回った。 

 

 

 

 

学文章問題や応用問題において、立式したり、順序よく解い 

たりすることが苦手な児童が多い。 

・基礎的な計算力がまだ不十分な児童もおり、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。 

 

 

 

 

・グラフの読み取りや作図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では、四捨五入の方法や位に

ついて丁寧に確認をしながら読み取る必要がある。 

 

 

 

 

 

・立式が苦手意識をもつ児童が多く、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。また、例を示しながら、応用問題も順序良

く解くことでこれまでの学びを生かせることに気付

けるようにする。 

・単元によって、短時間でできる既習の計算プリントやデジ

タルドリルを授業開始時や終了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、単元ごとに復習プリントやデジタルドリルなどに取り

組んだりして、授業や家庭学習の中で、学習の定着を図る。

特にグラフや作図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、デジタル教科書で教師が示したり、児童がタ

ブレット端末を活用したりして、視覚的に捉えられるよう

工夫して指導する。 

 

 

 

・必要な問題では数直線をもとに、立式できるようにする。ま

た、苦手意識をもつ児童には、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。 

・授業や宿題の中で、プリントやデジタルドリルによる反復

の時間を設けてきたことで、基本的な知識の定着や技能の

向上が見られた。 

 

 

 

・東京ベーシック・ドリルを活用し、図形など苦手な領域に

ついて、学び直す時間を設けたことで、苦手を克服しよう

と自ら学ぶ児童が増えた。 

 

 

・分数や小数を扱う際に、大きさがイメージしやすいよう

に、視覚的に示すことを繰り返した。自身でノートに数直

線や図で書き表すことができる児童が増えた一方、まだ定

着しない児童もいるので、継続するとともに、作業や実感

を伴う活動を入れるなど工夫していく。 

 

 

・文章題を解く際に、数直線や図をもとに立式できる児童が

増えた。苦手な児童には今後も、数直線に加え、図などで

イメージしながら立式できるよう支援を継続する。 

調校内平均正答率が、目標値を０．４ポイント上回っ

た。記述回答が空欄の児童も多くいた。引き続き、基

礎的な知識や技能の定着を進めるとともに、習熟度

に応じて、式や文章で説明する場面を適切に設定し

ていく。 

 

調「小数のかけ算・わり算」は校内平均が全国平均を 

４．６ポイント上回った。一方、「分数のたし算・ひき

算」は１２．６ポイント下回った。引き続き分数の計

算について定着を図り、技能を高めていく必要があ

る。 

 

学習熟度別指導や個別の作図指導などを重ねたこと

で、計算や作図などの技能に高まりが見られた。ま

た、プリントやデジタルドリルに継続的に取り組み、

意欲の向上や基本的な知識の定着を図ることができ

た。引き続き、技能の習得に努めていく。 

 

学タブレット端末やノートを活用し、自分の考えを表

現し、伝え合ったり、数直線や図で説明したりするこ

とで、文章問題や応用問題にも意欲的に取り組む児

童が増え、表現力も向上している。 

６ 

国語 

調「読むこと」の正答率は、全国平均を 2ポイント上回り、定

着しつつある。国語への関心意欲は、全国平均と同等である。 

 

 

 

 

 

 

調「書くこと」の正答率は、全国平均よりも 30ポイント程低く、

課題が大きい。解答時間が足りずに、最後まで取り組めなか

った児童も多かった。 

 

 

 

 

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

章の読解力は、定着しつつある。一方で十分に定着していな

い児童もいる。 

・言葉の理解や文章の要点をとらえる読解力が十分で

ない児童がいる。 

 

 

 

 

 

 

・「書くこと」について、自分の考えを相手意識や目的

意識をもち、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。 

 

 

 

 

・漢字を書くことはできるが、使うことが十分でない。 

 

・文章の要点を確認し、それに即した音読表現を工夫し、読解

力を高める。また、読書の機会を増やしたり、「言葉の宝箱」

（語彙表）を活用したりして語彙力を高め、読解力のさら

なる向上を目指す。 

 

 

 

 

・日常的に「書くこと」の活動を設定し、児童同士の交流を行

い、表現力を高めていく。また、国語辞典の活用や文章を見

直す習慣を付け、語彙力や表現力の向上を図る。 

 

 

 

 

・授業や家庭学習の中で、漢字を使うように指導し、デジタル

ドリルなどを活用して継続して取り組む。 

 

・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。物語文では叙述の言葉の意味を丁寧に

読み取ることで、語彙への関心も高まってきた。他教科の

学習でも、さらに語彙の習得を目指す。 

 

 

 

 

・聞いて考えを深める単元では、まとまりごとにワークシー

トを分けることや、グループごとに意見交流する時間を設

定することによって、しっかりと構成を意識して文章を書

くことができた。今後は、書く内容について、交流の中で

吟味・検討し、より良い表現ができるように指導してい

く。 

 

・デジタルドリルとノートを併用して、繰り返し漢字を書く

習慣が付いてきている。さらに、日記や作文等で活用でき

るように促す。 

 

調「読むこと」については、正答率校内平均が７７．９％

で全国平均よりも７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る力がついて

きた。 

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た。 

 

調「書くこと」については正答率校内平均が５７．７％

で、全国平均を８ポイント下回っている。特に記述式

の問題は無回答が昨年度よりも減ったが未だに多

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。各教科を含め、事実を文章で表現す

る機会を増やす必要がある。 

 

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「数と計算」領域の正答率は、全国平均を 2ポイント上回り、

計算力が定着してきているが個人差が大きい。 

 

 

 

調「図形」領域の正答率は、全国平均を 9ポイント、「変化と関

係」では 10ポイント全国平均を下回った。 

 

 

 

 

学授業での課題やワークテストの状況から、既習事項を活用す

る力を伸ばしていく必要がある。 

・計算技能や知識・理解に個人差があり、四則計算や筆

算などを正確にできない児童がいる。 

 

 

 

・基礎的な知識・理解が十分でない児童がいる。 

 

 

 

 

 

・文章問題や応用問題を順序よく解いたり、自分の考え 

を説明したりすることが苦手な児童がいる。また、よ 

りよい考え方を見付ける力が十分でない。 

・授業や家庭学習の中で、個に応じて反復して取り組む指導

を継続していく。また、タブレット端末を活用し、個に応じ

たドリル学習を進める。 

 

 

・授業の中で、具体物の活用やタブレット端末を使って視覚

的に捉えさせたり、例を挙げたりするなど、習熟度別の授

業を行うことで個に応じた指導を行う。 

 

 

 

・授業の中で、児童同士で考えを伝え合う場面を多く設定す

る。タブレット端末を活用し、意欲的に考えを発表させる。

よりよい考えを話し合う場面を設定し、思考力を高めてい

く。 

・デジタルドリルやプリント等で反復し、個に応じた学習を

進めている。 

 

 

 

・立体の学習など、複雑な活動になる場合も、実感を伴った

理解が深まるように、具体物を触ったり、工作用紙に展開

図を描いて立体を作ったりする活動を取り入れている。 

 

 

 

・授業の中での教え合いにより、相互に学習内容への理解が

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。 

調正答率の校内内平均が、「分数のかけ算・わり算」「対

称な形」「面積と体積」「比と比の値」で全国平均を４

～８ポイント下回り、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「文字と式」「拡大図と縮図」については全国平均と

ほぼ同程度の正答率であり定着が見られる。 

学習熟度別指導の中で、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。算数が苦手な児童も、計算力や既習事項を生か

す場面を設定するなどの個に応じた取組により、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。

しかし、音楽を形づくっている要素を使って、自分の思いや意図を言葉

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。 

 

・強弱や音色、拍など、音楽を形作っている基本的な要

素を十分に理解していない。 

 

 

 

・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。 

・出来るだけ多く、曲と関わらせながら音楽の用語について

理解する機会を設け、音楽を形づくっている要素をつかっ

て言葉での表現力高めていくようにする。さらに自分の思

いや意図を友達に伝える場面を設定する。 

 

・友達と聴き取ったこと感じ取ったことについて共有する場

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。 

・楽曲を大きなフレーズのまとまりで考え、音楽を形づくっ

ている要素をつかい、自分の思いや意図を伝える場面を月

１回以上行う。 

 

 

・ミニ鑑賞を設け、対話の中で新たな気付きや考えを深めら

れるよう、どの学年でも月２回以上行う。 

・色々な楽曲を聴く経験を積み、強弱や速度、反復な

ど音楽を形づくっている要素を聴き取ることが出来

るようになってきた。そこから、音楽の要素と自分

の思いや意図と繋げて考えられる児童が増えてき

た。 

・ミニ鑑賞を導入で取り入れたことにより、年度当初

よりも共通事項（曲のしかけ）に気付いて楽曲を聴

きとれるようになってきた。さらに楽曲を深めて聴

けるようにしていきたい。 



図
工 

学表現の活動では、絵や立体、工作へ意欲的に取り組む姿が多く見られる。

一方で、思いを表現に繋げるための思考や判断などのきっかけを見つけ

ることや、思いを表すための表現の技能に課題がある。 

 

 

 

 

 

学鑑賞の活動では、楽しみながら個々に作品のよいところを見つけること

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。 

・表したいものが思い付く児童がいる反面、表現に繋げ

るための思考や判断などのきっかけが掴めない児童

がいる。また、表したいものがあるが、自分の思うよ

うに表現できないと感じる児童がいる。 

 

 

 

 

・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ができない児童が多い。 

・興味や関心の高まる導入を行うとともに、個別に支援が必

要な児童には選択肢を用意したり、教師との会話の中で発

想したりできるようにする。また、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。 

・造形的な活動を楽しみ、創造的な技能を育成するために、

画用紙や粘土、木、アルミホイル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。 

 

 

 

・考えや表現の広がりをもつことができるよう造形的な要素

に観点をおいた結果、造形的な要素に着目して振り返るこ

とができるようになってきている。今後は鑑賞の機会だけ

でなく表現の活動でも迷いやアイディアを共有し対話を通

して表現の広がりや深まりを得ることができるようにす

る。 

・木材、石、オオガハスなどの学校や地域の自然素材を

含め様々な材料や道具に触れたり、組み合わせを考

えたりする体験を積み、表現するための基本的な技

能を育むことができた。既習の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た。 

 

・題材の導入で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、思いや考えを広げたり深めたりで

きる児童が増えた。さらに、感じたことを豊かな表

現（言語・創作）で伝え合うなど、自分のイメージ

を多角的に育むことができるようにしていく。 

特
支 

学日常的には、積極的に発言したり静かに話を聞いたりと、落ち着いて学

習に取り組めるようになってきている。 

・少人数でのグループ学習形態が定着し、取り組みの意

欲の高まりが見られるが、習熟度に大きな差がある。

習熟度や興味・関心に即したグループ編成を工夫す

る。 

・児童の実態に応じ、国語・算数ごとにグループ編成を変え

て指導を行い、文字の練習、語彙を増やす、文章読解、作

文練習など、それぞれのグループで児童に必要な学習内容

を工夫する。 

・行事やたてわりのお手紙交換などの機会を生かして、目的

や相手を意識して、書いたり話したりする活動を計画的に

取り組ませる。 

・教科習熟度に応じたグループ編成を行うことで、個

に応じた指導を行うことができた。デジタルドリル

やアプリの活用により、漢字の読みの力が身に付い

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、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。   


