
■ 学校の共通目標  

授業作り 

重 

点 

・人との関わりの中で、多様な考えや価値観に触れ、互いを認め合ったり、思いや考えを広げ、深

め合ったりすることができる授業作りや、タブレット端末を活用して学習内容の定着や授業展開

の工夫を目指す。 
中
間
評
価 

・校内研究では、総合的な学習の時間や生活科を通して、人との関わ

りの中で対話の質を高めるために思考ツールなどを用いた授業づ

くりを進めている。また、その研究で培ってきた話し合いの力が他

教科にも生かされてきている。 
最
終
評
価 

 

環境作り 

・各教室の板書や掲示を統一することで、全校の学習の流れを定着させる。 

・ユニバーサルデザインの視点を取り入れ、どの児童にも分かりやすく、集中して、学習に取り組

むことができるような環境づくりを行う。 

・全校で「めあて」「問題」「自己解決」など、学習の流れを共有して

進めてきたので、学習の流れが身に付いてきた。 

・児童が学習内容に集中できるよう、掲示物の貼る位置や内容を配慮

している。 

 

■ 学年の取組内容 

２ 国語 

学「話すこと・聞くこと」について、話し方・聞き方の基本的

なルールを確認している。 

学平仮名及び片仮名の読み書きについては、ほぼ全ての児童が

習得しているが、文や文章の中で適切に使えない様子が見ら

れる。また、これまでに習った漢字の習得は不十分で、習った

漢字を使って文章を書く習慣が身に付いていない。 

学新出漢字については、興味をもって習得しようとする意欲が

ある。 

・大事なことを聞き落とさないようにしながら、最後ま

で集中し、話を聞くことについて指導する必要があ

る。 

・語と語や文と文との続き方に注意して、つながりのあ

る文章を書く経験が少なく、また、語彙力も乏しい。

できごとを具体的に書いたり、気持ちを書き表したり

することができるようにする。 

 

【年間計画・単元レベル】 

・年間を通して「話すこと・聞くこと」についての基本的な知

識・技能を指導する。また、掲示物を用意し、常に児童が意

識できるように、事柄の順序を意識して詳しく話したり聞

いたりすることができるようにする。 

【１単位時間レベル】 

・国語科以外の学習や日常生活においても、つながりのある

文や文章の書き方を指導する。漢字学習を中心にタブレッ

ト端末のデジタルドリルを積極的に活用することで、漢字

の理解と定着を図る。 

【その他の日常的な取組】 

・児童との日常的なやりとりの中で、「言葉」を大切にし、正

しい言葉遣いを身に付けさせると共に、語彙を広げられる

ようにする。日常的に既習漢字を使うことを意識させてい

く。 

【年間計画・単元レベル】 

・「話すこと・聞くこと」についての基本的なルールは身に付

いてきている。相手の話の内容に対して質問したり、意見を

言ったりする練習をしている。 

【１単位時間レベル】 

・国語科以外の学習や日常生活においては、生活科の「見つ

けたよカード」や学習の振り返りなどを通して、つながり

のある文や文章の書き方の指導を継続している。漢字学習

を中心にタブレット端末のデジタルドリルを積極的に活用

することで、漢字の理解と定着を図っている。 

【その他の日常的な取組】 

・新出漢字を学習する際には、語彙を広げられるようにその

漢字を使った言葉を発表させている。また、平仮名や片仮

名の読み書き、既習漢字を中心に復習するようにしてい

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 

学「話すこと・聞くこと」について、話し方・聞き方の基本的

なルールを毎時間確認している。  

学場面に応じた、丁寧な話し方について、９割の児童が理解し

ている。 

学平仮名の読み書きについては、およそ８割の児童が習得して

いる。片仮名の読み書きについては、理解が十分ではなく、

適切に使えていない様子が見られる。 

・落ち着いて話を聞くことができない児童が数名見ら

れる。 

・片仮名や新出漢字については、読み書きともに習得で

きていない児童が見られる。 

・「は」「を」「へ」などの助詞についての理解が十分で

はなく、文章の中で適切に使えていない。 

【年間計画・単元レベル】 

・年間を通して「話すこと・聞くこと」についての基本的なル

ールを指導する。また、教室掲示を工夫し、常に児童自身が

意識できるようにする。 

【１単位時間レベル】 

・つながりのある文や文章の書き方を指導する。 

【その他の日常的な取組】 

・正しい言葉遣いで話すことができるよう、教師が手本とな

る話し方をしていく。 

・定期的に片仮名や既習漢字の復習を行う。 

    

算数 

学１０以内の加法・減法については、ほとんどの児童が理解で

きている。 

・１０の合成・分解の理解が不十分な児童が見られる。 

・繰り上がりのある加法についての技能の習得が不十

分な児童が数名いる。 

 

・「何時」「何時半」など時刻の読み取りに課題がある。 

【年間計画・単元レベル】 

・授業の中で算数ブロックなどの半具体物を用いた操作活動

や、絵や図などを使って視覚的に理解できる掲示を、計画

的に取り入れる。 

【１単位時間レベル】 

・基礎的・基本的な計算練習を繰り返し行い、習得を図る。 

【その他の日常的な取組】 

・学校生活の中で児童に時刻を尋ねたり時計を見させたりし

て、時刻を読み取らせることを意識的に行う。 

 

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】                                           新宿区立落合第三小学校 （様式 1） 



算数 

学答えが１０以内の加法・減法については、ほぼ全ての児童が

理解できているが、定着が不十分な児童もいる。 

学問題を把握する力が不十分で、立式することが困難な児童も

いる。 

・繰り上がりや繰り下がりのある加法・減法の計算につ

いての理解ができるようにする。 

・文章問題を読んで理解し、立式することに課題があ

る。また、なぜその立式ができるのかを説明する経験

が少なく、表現方法について指導する必要がある。 

【年間計画・単元レベル】 

・授業の中で算数ブロックなどの半具体物を用いた操作活動

を計画的に取り入れる。 

【１単位時間レベル】 

・文章問題において、「分かっていること」と「求めているこ

と」を確実におさえ、何を問われているのかを理解できるよ

うに支援する。 

・自分の考えを図、式、言葉で表す時間や、それを共有する時

間を設けることで、考え方を表現する方法を身に付けさせ

る。 

【その他の日常的な取組】 

・日々の宿題でタブレット端末のデジタルドリルや東京ベー

シック・ドリルを活用し、基本的な計算練習を繰り返し行

い、計算力を高める。 

【年間計画・単元レベル】 

・授業の中で半具体物を用いた操作活動を計画的に取り入れ

ることで、図に表すことができるようになり、立式に生かせ

るようになってきた。 

【１単位時間レベル】 

・文章問題において、「分かっていること」と「求めているこ

と」に印をつけながら問題に取り組むようにした。また、か

け算においては図を使って考え方を整理することで、立式

の手立てとなるようにした。 

【その他の日常的な取組】 

・タブレット端末のデジタルドリル、かけ算九九学習カード

を活用することで、基礎的な計算力を高める練習をしてい

る。 

 

  
    

 



３ 国語 

調教科全体の正答率は７１．３％と、全国を４．３ポイント、

新宿区を３ポイント下回っている。 

調観点別正答率は、新宿区と比較すると、「知識・技能」が０．

４ポイント、「思考・判断・表現」が５．３ポイント、「主体的

学習態度」では１１．１ポイント下回っている。また、領域別

正答率では、「情報の扱い方」が７．５ポイント、「話すこと・

聞くこと」が、５．９ポイント、「書くこと」が９．５ポイン

ト、「読むこと」が、２．７ポイント下回っている。なお、「言

語の特徴使い方」のみ１．１ポイント上回っている。 

調四分位分布では、新宿区と比較すると、A 層の割合が４．４

ポイント、B 層の割合が１１．１ポイント下回っている。ま

た、Ｃ層の割合が１１．１ポイント、D 層の割合が５．３ポ

イント上回っており、C層D層の割合が過半数を超えている。 

学授業における取組状況を見ると、集中して取り組む児童が多

く、読み取ったことや想像したことをしっかりノートに書け

ている。しかし、ノートや提出される課題の状況を見ると、既

に学習している漢字を平仮名で書くなどしており、まだ十分

に身に付いていない状況である。また、自分の考えを正しい

言葉遣いで分かりやすく発表したり、文章でまとめたりする

力もまだ十分に身に付いていない状況である。 

・「主体的学習態度」が全国平均６８．４％に対して４

３．７％と突出して低く、児童が意欲的に、主体的に

学習に取り組むことができるような単元計画や授業

の工夫が必要である。 

・特に「情報の扱い方」、「書くこと」の領域で全国平均、

新宿区平均を大きく下回っている。情報を正しく読み

取り、関連付けて問題を解決する力を身に付けられる

ように指導していく必要がある。また、自分が経験し

たことや、想像したことから書くことを見付けたり、

文章を書いたり、限られた文字数や決められたテーマ

に基づき、考えをまとめて書いたりすることができる

ように指導していく必要がある。 

・「話すこと・聞くこと」の領域においても正答率が低

いので、理解しながら聞く力、相手に分かりやすく伝

える力を身に付けられるような授業や取組の工夫が

必要である。 

・既習事項を繰り返し指導し、個に応じた丁寧な指導を

することでC層D層をB層に近付けていく。 

【年間計画・単元レベル】 

・どの単元においても、導入を工夫することで児童の意欲を

高める。また、児童の実態に適した最終活動を第１時目で提

示することで、見通しをもちながら学習に取り組めるよう

にする。 

・「書くこと」の学習においては、基礎的な力を付けることに

重点を置いた単元計画を工夫する。 

【１単位時間レベル】 

・児童に身に付けさせたい力や教師のねらいを確実にもち、

児童にとって学習のめあてが明確である授業づくりに努め

る。 

・ペアや３人～４人の小グループで意見を伝え合う機会を作

り、スモールステップの目標を設定することで、話す・聞く

力を身に付ける授業を行う。 

・漢字学習を中心に、タブレット端末のデジタルドリルに取

り組み、漢字の定着を図る。 

【その他の日常的な取り組み】 

・５問程度の漢字小テストを繰り返し行い、漢字の定着を図

る。 

・辞書引き学習を取り入れ、すすんで辞書を引く児童を育て

ることで、語彙力の向上を目指す。 

・日常的にミニ作文を書くことで、文章で表現することに慣

れさせ、書くことへの苦手意識を取り払う。 

・朝の会などでスピーチに取り組み、決められた時間内にテ

ーマに沿った話ができるよう指導する。 

・聞き取った情報だけで問題に取り組むなど、理解しながら

聞く習慣を身に付ける活動を行う。 

 

【年間計画・単元レベル】 

・児童の興味を引くような教材を工夫して作り、学習内容に

関わる体験的な活動を設定したり、最終活動を事前に提示

したりすることで、児童は意欲的に学習に取り組めるよう

になっている。しかし、国語に対する苦手意識は依然として

残っているので、さらに個に適した教材の工夫もしていく。 

・「書くこと」の学習においては、文章の構成を意識しながら

書くことに重点を置いて単元計画を組み立てて進めてい

る。 

【１単位時間レベル】 

・毎時間の学習のめあてを明確にし、児童が学習したことを

自分の言葉でまとめることができるよう分かりやすい授業

を目指して授業づくりをしてきた。これからも継続してい

く。 

・小グループで話し合う機会を多く設定した。自分の意見を、

理由を明確にして伝えることや、友達の意見をよく聞いて

受け止めたり、質問したりする力を身に付けることができ

た。よりよい発表になるように話し合いの観点を示し、話型

を指導した。しかし、なかなか話し合いが深まらないグルー

プもあるので、適宜思考ツールを活用したり、話し合いの振

り返りをしたりしてスキルアップを目指す。 

・新出漢字の学習や家庭学習を中心にタブレット端末のデジ

タルドリルに取り組んだが、定着率が低いのでデジタルド

リルと併用してノートやプリントを使った漢字学習も進め

ている。 

【その他の日常的な取り組み】 

・漢字の５０問テストの定着率が低く、個人差が大きいの

で、引き続き漢字小テストを続け、定着を図る。 

・新出漢字の学習の際に、漢字や言葉の意味を調べる活動を

通して、国語辞典の使い方に少しずつ慣れてきた。これか

らも継続していく。 

・構成を意識して作文を書くことや、原稿用紙の使い方に気

を付けて書くことを中心に指導してきた。文章を詳しく書

いたり、内容を膨らませて書いたりする力はまだ身に付い

ていないので、今後指導していく。 

・漢字小テストを聞き取りの形式で行ったり、学習のめあて

を聞き取ってノートに書いたり、日常的に聞く意識をもた

せることで、集中して聞くことのできる児童が増えた。 

・ローマ字入力で文章を書くことで、ローマ字の学習の定着

を図る。また、グループでの話し合いの時に記録媒体とし

て活用したりしている。 

 



算数 

調教科全体の正答率は、６７．５％と全国を６．４ポイント上

回っており、新宿区を５．３ポイント下回っている。 

調観点別正答率は、新宿区と比較すると、「知識・技能」が４．

２ポイント、「思考・判断・表現」が７．７ポイント、「主体

的態度」が、９．２ポイント、「主体的学習態度」が９．２ポ

イント下回っている。また、領域別正答率では、「数と計算」

が３．６ポイント、「図形」では、「測定」では、９．６ポイン

ト下回っている。 

調四分位分布では，Ａ層が７．４ポイント、Ｂ層は１１．７ポ

イント下回っている。C層は８．８ポイント、Ｄ層は、１０．

３ポイント上回っている。 

学授業における取組状況を見ると、積極的に自分の考えをノー

トに書いたり、発表したりするなど、意欲的に取り組む児童

が多い。しかし、既習事項の定着に課題が見られ、新しい学習

内容の理解や積み重ねが難しい児童もいる。また、基礎的な

計算力の定着に個人差が見られるとともに、文章問題を苦手

としている児童も見られる。 

・「主体的学習態度」が４７．９％と低く、算数に対す

る苦手意識が見られる。児童が確実に理解でき、習得

を図ることができるような授業の工夫や、意欲的に楽

しく取り組むことができる工夫が必要である。 

・「測定」の領域において正答率が５０．３％と低く、

ものさしの大きい目盛りと小さい目盛りの区別を明

確にし、仕組みを理解することで目盛りを読み取る技

能を習得できるような指導の工夫が必要である。ま

た、ものの量や長さの量的感覚をつかみ、単位の換算

を正確にできるようにしていく。 

・C 層 D 層が合わせて５３．３％と過半数を超えてお

り、少人数指導により習熟度に応じた指導をすること

で、基礎的・基本的な学習内容の定着を図る。 

【年間計画・単元レベル】 

・レディネステストだけでなく、普段の学習の様子や単元テ

スト、東京ベーシック・ドリルテストなどを参考にして習熟

度別のクラスを決定し、個に応じた丁寧な指導を徹底する。 

・既習事項の復習を単元計画に取り入れ、基礎・基本的な学習

内容が積み重なるように工夫する。 

【１単位時間レベル】 

・児童に身に付けさせたい力や教師のねらいを明確にし、児

童にとって学習のめあてが明確である授業づくりに努め

る。 

・「図形」や「測定」の領域においては、実寸大の模型を用意

したり、ICT 機器を活用したりして、視覚的に分かりやす

いように工夫し、量的感覚を身に付けることをねらいとす

る。 

・問題を早く解き終わった児童には、児童の習熟度に合わせ

てプリント学習やチャレンジ問題、問題作りに取り組み、１

時間集中して授業に取り組むことができるよう工夫する。 

・式や自分の考え、筆算などを丁寧に書くようにノート指導

を徹底する。 

【その他の日常的な取り組み】 

・朝学習や宿題でタブレット端末のデジタルドリルに取り組

み、既習事項の定着を図る。また、100マス計算に取り組む

ことで、かけ算、たし算、ひき算などを素早く計算する力を

身に付ける。 

 

【年間計画・単元レベル】 

・ワークテストの結果や、授業中の学習の様子を基に習熟度

別クラスを作成した。学習につまずきが見られる児童を教

員間で共有し、習熟度別クラスだけでなく、学級内でも個

別指導をして学習内容の定着を目指した。 

・かけ算の筆算やわり算などの習熟状況を見て、指導時間を

１時間増やす等、単元計画の見直しを行い、学習の定着を

図った。 

【１単位時間レベル】 

・児童にとって学習のめあてが明確で、児童が自分の言葉で

学習のまとめを書くことができるほどの分かりやすい授業

を目指した。 

・実寸大の模型や ICT機器を活用して、視覚的に分かりやす

いように工夫したことで、児童が理解することができた。 

・問題を作ったり、友達が作った問題を解いたりするなど、意

欲的に学習を進めていた。 

・3クラスでノートの書き方を統一し、児童の混乱がないよう

にし、丁寧にノートを書くことを指導した。 

【その他の日常的な取り組み】 

・朝学習や宿題でタブレット端末のデジタルドリルに取り組

み、学習内容の定着を図ることができた。 

 

 

４ 国語 

調教科全体の正答率は６０．７％と，全国を２．３ポイント、

新宿区を４．８ポイント下回っている。 

調観点別正答率は，新宿区と比較すると、「知識・技能」では６．

２ポイント、「思考・判断・表現」では５．８ポイント、「主体

的態度」では５．２ポイント下回っている。また、領域別正答

率では、「話すこと・聞くこと」では、０．３ポイント、「書く

こと」では５．２ポイント、「読むこと」では、６．５ポイン

ト下回っている。 

調四分位分布で新宿区と比較すると、A 層の割合が１６ポイン

ト下回っており、Ｃ層の割合が１２．８ポイント、D 層の割

合が４．８ポイント上回っている。 

学授業における取組状況を見ると、意欲的に取り組む児童が多

い。音読の宿題にもしっかり取り組むことができており、そ

れを生かして表現豊かに読むことができる児童もいる。しか

し、読み取ったことを言葉や文章で表現することにおいては

課題がある児童もいる。 

・特に「書くこと」「読むこと」の領域で、全国平均や

新宿区平均を下回っているため、これらを意識した

指導の改善や工夫が必要である。 

・Ａ層を増やしていくとともに、丁寧な指導を繰り返し

行ったり、個に応じた指導を行ったりすることでＣ層

Ｄ層の児童をＢ層に近付けていく指導の工夫が必要

である。 

【年間計画・単元レベル】 

・「読むこと」の単元は，ほかの領域よりも時間を多めに設定

し、丁寧に指導していく。４月の最初の学習の際に、「読み

取り名人」として、文中の叙述を根拠にした読み取りの大

切さを示すことで、年間を通してこれを意識して学習でき

るようにする。 

・「書くこと」に関しては、読み取ったことを文書で表現する

ことを意識的に行い、表現力を身に付けさせていく。また、

よい表現を紹介していくことで表現の幅も広げていきた

い。  

【１単位時間レベル】 

・毎時間のねらいを明確にした授業を展開する。 

・漢字学習を中心にタブレット端末のデジタルドリルを積極

的に活用することで、漢字の理解と定着を図る。 

【その他の日常的な取組】 

・「漢字の読み書き」「言葉の特徴やきまり」について習熟を図

るため，週に１回程度の小テストを実施する。 

・学校図書館支援員などと協力し，読書活動を推進する。 

【年間計画・単元レベル】 

・「読むこと」に関しては，教材と同じ作者の本を紹介するこ

とで読書に興味をもつことができるようにしてきた。また、

読み取りにおいては、文中の叙述を根拠にして読み取るこ

とを徹底してきたことで、登場人物の性格や場面のつなが

りなどについて深く読み取ることができるようになってき

た。 

・「書くこと」に関しては、疑問や心に残ったことなど、自分

の考えを表現する機会を単元の中に意図的・計画的に設定

したことで、書くことへの抵抗感が少しずつ減ってきた。  

【１単位時間レベル】 

・国語や漢字の辞書を積極的に活用し、言葉の意味や使い方

の理解が進むようにしてきた。今後も続けていく。 

【その他の日常的な取組】 

・漢字の書き取りテストを週に１回程度実施したり、オリジ

ナルの漢字書き取り練習を宿題として取り組ませたりした

ことで、少しずつ漢字を正しく書く力が高まってきた。 

・学校図書館支援員に教材の読み聞かせをしてもらい、国語

学習への興味が高まるようにしている。 

 



算数 

調教科全体の正答率は，６９．２％と全国を１．２ポイント上

回っており、新宿区を３．９ポイント下回っている。 

調観点別正答率は、新宿区と比較すると、「知識・技能」で２．

６ポイント、「思考・判断・表現」で７．７ポイント、「主体

的態度」では、５．８ポイント下回っている。また、領域別

正答率では、「数と計算」では、４．９ポイント、「図形」で

は、２．８ポイント、「測定」では、１．４ポイント下回って

いる。 

調四分位分布では，Ａ層が１４ポイント下回っており、Ｂ層は

１０ポイント上回っている。C 層は新宿区とほぼ同じで、Ｄ

層は、３．９ポイント上回っている。 

学授業における取組状況を見ると、積極的に自分の考えを発表

したり、発言したりするなど、意欲的に取り組む児童が多い。

一方で、集中力の持続や既習の学習内容の定着に課題がある

ため、新しい学習内容の理解や積み重ねが難しい児童もいる。

計算力や、文章問題を自力解決する力においては、個人差が

大きい。 

・算数に対する苦手意識をもっている児童がいる。 

児童が意欲や自信をもって取り組めるように教材の

工夫や授業展開の工夫が必要である。 

 

・Ｂ層をＡ層に近付けることとＤ層をＣ層・Ｂ層に近づ

けることが必要である。児童それぞれの学習内容の

定着度を正確に把握し、個に応じた指導をしていく

必要がある。 

 

・集中力の持続と根気よく取り組む姿勢、最後まで正確

に問題を読み取る指導が必要である。 

【年間計画・単元レベル】 

・年間を通じて、レディネステストなどで単元ごとの児童の

実態を正確に把握し、習熟度別による適正なクラス分けを

行い、効果的な個別指導が行き届くようにする。 

・習熟度別指導，特にD層の児童については，基礎的・基本

的な学習内容の指導を徹底する。 

・領域ごとの学び方を身に付させ、見通しをもって学習に取

り組めるようにする。 

【１単位時間レベル】 

・毎時間のねらいを明確にした授業を展開する。 

・習熟度に合わせて、教材を用意する。 

・1単位時間の学びのプロセスを身に付けさせ、見通しをも

って取り組めるようにする。 

・図、式、言葉で自分の考えを説明できるように指導する。 

【その他の日常的な取組】 

・毎日タブレット端末のドリルパークを利用した宿題を出す

ことで、数や図形に触れる機会を増やし、学習内容の定着

を図る。 

・朝学習でもタブレット端末のデジタルドリルを積極的に活

用することで、計算力を高め、数や図形に関する知識と理

解を確実にしていく。 

【年間計画・単元レベル】 

・D 層の児童については，教員間で情報を共有し（普段の学

習状況やワークテストの結果など）、それを生かして、放課

後に個別に学習指導をすることで、学習内容が定着するよ

うにしてきた。今後も続けていく。 

 

【１単位時間レベル】 

・習熟度に合わせた教材を用意したことで、児童の理解度に

応じて指導することができた。 

・自分の考えを表現する時間を毎時間設定することで、学習

内容を深く理解できるようにしてきた。 

 

【その他の日常的な取組】 

・朝学習や宿題としてタブレット端末のデジタルドリルを積

極的に活用することで、学習内容の理解が深まった。また、

取り組み状況に応じて、個別に指導することで、特にＤ層

において、学習内容が定着するようにしてきた。 

 

５ 

国語 

調教科全体の正答率は６８．３％と，全国を１．８ポイント，

上回っている。 

調全国と比較すると，「言語文化」では３．１ポイント，「書く

こと」では１２．６ポイント下回っている。 

調四分位分布からＡ・Ｂ層は６２．５％，であり、新宿区より

４．９ポイント下回っている。Ｃ・Ｄ層は３７．５％である

が、Ｄ層は新宿区より２．８ポイント上回っている。 

学授業における取組状況を見ると、物語や説明文等で、文章を

読んで自分の考えを書き表すことを苦手としている児童もい

る。 

・「言語文化」の領域においては、区の平均を４．１ポ

イント下回っているので、指導の工夫が必要である。 

 

 

・「書くこと」においても、区の平均を２．３ポイント

下回っている。文章として書き表す機会を設け、児童

に文章を書かせる指導をすることが必要である。 

【年間計画・単元レベル】 

・タブレット端末を活用して、繰り返し漢字等の練習を行う

ことで、苦手意識をなくすことができるように、指導を工夫

する。 

・読み取る力を身に付けさせるために、物語文、説明文の単元

を通した学び方を身に付けさせ、見通しをもって学ぶこと

ができるようにする。 

【１単位時間レベル】 

・単元末などの振り返り学習の場はタブレット端末を用いて

行い、学んだことのよさや学習内容の理解度を文章として

書き表していくよう指導する。 

【年間計画・単元レベル】 

・タブレット端末を活用して漢字の習得ができるようになっ

た児童が増えたが、紙媒体での漢字練習を行わないと定着

しない児童の実態が明らかになった。個別でプリントなど

を渡し、漢字の定着を図っている。 

・タブレット端末を活用して漢字の習得ができるようになっ

た児童が増えたが、紙媒体での漢字練習を行わないと定着

しない児童の実態が明らかになった。個別でプリントなど

を渡し、漢字の定着を図っている。 

・物語文や説明文の学習では、見通しをもって、学べるよう

になった。また、文章に書いてある根拠や理由を明確にし

て、自分の考えをもつことができるようになった。 

【１単位時間レベル】 

・単元末などの振り返り学習の場は、タブレット端末を用い

て、学んだことなどを、文章として書き表すことができるよ

うになった。 

 

算数 

調教科全体の正答率は，６８．０％と全国を４．７ポイント上

回り、新宿区を１ポイント下回っている。 

調領域別正答率は「図形」は全国と区を上回っている。図形以

外の領域は全て、全国平均は上回っているが、区平均は下回

っている。 

調四分位分布では，Ａ・B 層は６２．５％であり、区より１．

８ポイント下回っている。C・D層は３７．５％であり、区を

１・９ポイント下回っている。 

学授業における取組状況を見ると、意欲的に問題に取り組んだ

り、自分の考えを発表したりする児童が多い。しかし、計算力

や、文章問題を自力解決する力においては、個人差が開いて

いる。 

・「数と計算」において、四則混合の式や（ ）を用い

た計算のきまりをおさえる必要がある。 

 

・図形の指導においては、定義や性質、作図の学習だけ

ではなく、学習した図形を切り取らせたり、敷き詰め

させたりする操作的活動をしていく必要がある。 

 

・基礎的・基本的な計算の練習に取り組む必要がある。 

 

【年間計画・単元レベル】 

・図形の学習で、教材の工夫をしながら、操作的活動を取り入

れ、指導していく。また、タブレット端末を用いて、図形の

見方・考え方を養う。 

【１単位時間レベル】 

・タブレット端末を用いて、下学年の既習事項を繰り返し学

習していくよう指導する。 

【その他の日常的な取組】 

・児童が自信をもって、算数に取り組むことができるよう、日

頃から、タブレット端末を活用した計算練習などに取り組

むよう指導していく。 

【年間計画・単元レベル】 

・図形の学習では、操作的活動を取り入れ、タブレット端末

を有効活用し、内容理解を深めることができている。 

・児童が主体的に、算数に取り組めるよう、得意な子、苦手

な子も、協働的に互いを助け合いながら、問題を解くことが

でき、教え合いや学び合いができるようになった。 

【１単位時間レベル】 

・タブレット端末を用いて、下学年の既習事項を繰り返し学

習してきたので、知識・技能が身に付いてきた。 

【その他の日常的な取組】 

・児童がタブレット端末で問題を解くときに、理解しないま

ま先の課題に進んでいた実態も見られたので、教師がワー

クテストの点数から理解が不十分な児童に個別で指導・支

援を行っていく。 

 

 



６ 

国語 

調教科全体の正答率は６５．１％と，全国を２ポイント下回っ

ている。 

調領域別正答率では、区と比較して特に低いのが「書くこと」

「読むこと」で、「書くこと」では４．１ポイント「読むこと」

では３．５ポイント下回っている。 

調四分位分布からＡ・Ｂ層は５５．９％であり、新宿区より８．

３ポイント下回っている。Ｃ・Ｄ層は４４．１％で、新宿区よ

り８．２ポイント上回っている。 

学授業における取組状況を見ると、漢字の学習には意欲的に取

り組んでいるが、物語や説明文等で、文章を読んで自分の考え

を深めたり広げたりすることに苦手意識を感じている児童が多

く、文章構成や表現力に課題が見られる。 

・「書くこと」においては、領域別正答率の中で最も低

いので、書くことへの苦手意識をなくし、楽しんで書

く力をつけていくような指導を工夫したり、自分の考

えをもって書き表す機会を多く設定したりする必要

がある。 

 

・「読むこと」の領域においては、区の平均を下回って

いるので、読むことへの苦手意識をなくし、自分の考

えをもって表すことができるように、指導を工夫す

る。また、読書の習慣を身に付けさせられるように、

本の紹介をし合ったり、読書の時間の設定をしたりす

る等の手立てをとる。 

 

【年間計画・単元レベル】 

・どの単元においても、導入を工夫することで児童の意欲を

高める。また、児童の実態に適した最終活動を第１時目で提

示することで、見通しをもちながら学習に取り組めるよう

にする。 

・「読むこと」の単元は、他の領域よりも時間を多めに設定し、

筆者の主張を読み取る活動や、友達と互いの考えを伝え合

う活動を単元計画に取り入れるなど指導の工夫をする。 

【１単位時間レベル】 

・児童に身に付けさせたい力や教師のねらいを確実にもち、

児童にとって学習のめあてが明確である授業づくりに努め

る。 

・自分の考えをもち、考えたことを小グループで伝え合う時

間を十分に設定し、読み取ったことや感じたことを伝え合

うようにする。 

【その他の日常的な取組】 

・自主学習などの宿題で継続的に読書活動を推進し、文章に

触れる機会を多くする。また、読んだ本の要約や要旨をまと

めたり、自分の考えや経験を絡めて感想を書いたりしなが

ら、文章の構成や表現力を養う。 

・音読を重視したり、視写に取り組んだりして文章を正確に

読む力をつけていく。 

・タブレット端末を毎日の宿題で活用し、更なる漢字の定着

を図る。 

 

【年間計画・単元レベル】  

・導入時には、児童が興味をもてるような資料を提示するこ

とによって意欲を高めている。また、単元の最終活動を第

1時に伝えることによって、見通しをもちながら計画的に

学習に取り組めている。  

・読書の時間を週に 1回程度設定した。本を読んで考えたこ

とを、タブレット端末に記入し公開することによって、お

互いの考えを交流することができた。国語科の学習におい

ても、物語文や説明文などで自分の考えをもち、考えを交

流している。  

【１単位時間レベル】  

・単元ごとに児童に身に付けさせたい力やねらいを明確にし

ながら、児童の振り返りも基に授業計画を立てている。  

・毎時間の学習で、自分が考えたことを隣の友達やグループ

の人に伝え合う時間を設定することができた。  

【その他の日常的な取組】  

・自主学習では月に 1度読んだ本の要旨をまとめ、自分の考

えを書き表す活動を行、回数を重ねるごとに、自分の考え

を書き表すことができる児童が増えた。  

・音読や視写の宿題を定期的に出している。文章を正確に読

む力がついてきているので、今後も継続して行っていく。  

・デジタルドリルを活用した宿題を毎日出すことによって、

繰り返しの漢字学習を行うことができ、漢字の定着度が向

上した。 

 

算数 

調教科全体の正答率は７０％と、全国平均を６．５％上回り、

新宿区平均を０．３％上回っている。 

調観点別に見ると、「知識・技能」と「主体的学習態度」は、全

国と区を上回っているが、「思考・判断・表現」は下回ってい

る。領域別では、「数と計算」が全国と区を上回っているが、

「図形」、「変化と関係」、「データの活用」が区を下回ってい

る。特に、「変化と関係」において、区の結果と比べると、２．

７％と大きく下回っている。 

調四分位分布を見ると、Ａ層が４７．５％と一番多いものの、

Ｃ層、Ｄ層の合計が２５．５％と、全体の２割強にあたる結果

となっている。 

学授業における取組状況を見ると、集中して課題に取り組み、

問題を解決しようとする児童が多い。Ｄ層の児童も自力解決

できなくても最後まで考えようと取り組んでいる。しかし、

自分の考えを言葉や図、表、式などに表して説明することを

苦手としている児童もが多く見られる。 

・D層をＣ層・Ｂ層に近づけるために、個別指導、習熟

度に応じた指導が必要である。 

 

・児童が意欲や自信をもって取り組めるような指導の

工夫が必要である。 

 

・「変化と関係」の領域においては、区の平均を下回っ

ているので、問題文を図や数直線に表わすことができ

るように指導する必要がある。 

 

【年間計画・単元レベル】 

・レディネステストだけでなく、日常の学習の様子や単元テ

スト、東京ベーシック・ドリル、テストなどを参考にして習

熟度別のクラスを決定することで、習熟の程度に応じた指

導をする。 

・個別指導や補充学習を行うことで、C層とD層の児童の基

礎的・基本的な学習内容の定着を図る。 

【１単位時間レベル】 

・導入を工夫した授業や、毎時間のめあてを明確にした授業

を展開することで、児童の関心・意欲・態度が高められるよ

う図る。 

・習熟の程度によって、基礎的・基本的な習熟の問題に取り組

ませたり、より発展的な問題に取り組ませたりするなどの

機会を個別に設けることで、習熟の程度に応じた指導を図

る。 

・多くの単元でＩＣＴ機器を積極的に活用し、視覚化を図る

ことで児童が理解しやすいようにする。（特に「図形」領域）

また、自分の考えを表したり、説明したりする機会を多く設

ける。 

【その他の日常的な取組】 

・毎日の宿題にタブレット端末を用いて、学習内容の定着を

図る。また、「変化と関係」の単元や、既習単元の復習を定

期的に行う。 

【年間計画・単元レベル】  

・単元前のレディネステストや、日常の学習の様子、単元の

ワークテストの結果からクラスを編成し、習熟の程度に応

じた指導を行っている。  

・東京ベーシック・ドリルの練習問題に取り組み、結果を基

にタブレット端末の宿題において、苦手な単元を選択し、

繰り返し学習を行い、基礎的・基本的な学習内容の定着を

図っている。東京ベーシック・ドリルの結果も向上してい

る。  

【１単位時間レベル】  

・導入時に前回学んだことの振り返りをしたり、児童が考え

たいと思えるような学習課題の提示をしたりして、児童が

意欲をもって学習に取り組むことができるように工夫をし

た。  

・習熟の程度によって基礎的・基本的な問題に取り組ませた

り、発展的な問題を用意して取り組ませたりして、個に応

じた指導を行うことができた。 

・毎時間ＩＣＴ機器を活用し、問題を視覚化することで、課

題に対する内容理解を深めることができた。  

【その他の日常的な取組】  

・毎日の宿題にタブレット端末のデジタルドリルを活用し、

学習内容の定着を図っている。また、東京ベーシック・ド

リルの結果から、児童が苦手とする既習単元の内容も繰り

返し、宿題で取り組んでいる。 

 



音
楽 

学 

低学年 

・楽しく活動をすることができる児童が多い。 

・拍に合わせて体を動かしたり、演奏を楽しんだりすることができる児童

が多い。 

中学年 

・進んで活動をすることができる児童と活動に集中することが難しい児童

がいる。 

・拍に合わせてリズムを打ったり、即興的にリズムを考えたりすることが

できる児童が多い。 

 

高学年 

・主体的に活動をすることができる児童と活動に受動的な児童がいる。 

・基礎的・基本的な知識・技能が身に付いている児童と身に付いていない

児童がいる。 

 

低学年 

・音楽を楽しむと同時に、学習規律も身に付けるよう指

導する必要がある。 

 

中学年 

・活動に集中することが難しい児童がいるので、学習規

律を身に付けるよう指導する必要がある。 

 

 

 

高学年 

・リズムに関わる技能は身に付いている児童が多いの

で、楽譜に関わる知識が身に付くよう指導する必要が

ある。 

・活動に集中することができる児童は多いので、主体的

に自分の意見を発表したり、友達の意見を理解したり

することができるよう指導する必要がある。 

・鍵盤楽器の基本的な指づかいや楽譜の読み方が身に

付くよう指導する必要がある。 

 

低学年 

・メリハリを付けて活動することができるよう、楽器を勝手

に触らない、打楽器の音がしたら話を聞く姿勢になるとい

ったきまりを守らせる。 

中学年 

・活動に集中することができるよう、活動時間を短く区切っ

たり、活動内容やめあてを明確に伝えたりしていく。 

・曲を聴いたり、演奏したりする際に、楽譜を見たり、書いた

りさせることで、楽譜に関わる知識を身に付けさせていく。 

 

高学年 

・タブレット端末を活用し、個人の意見を全体で共有させた

り、グループで話し合った内容をまとめさせたりすること

で、活動に参加している実感をもたせ、主体的な活動を促

す。 

・個別指導やグループ活動を充実させることで、児童一人一

人に適した課題を与えたり、友達と教え合う場を設定した

りする。 

 

低学年 

・メリハリを付けて活動できる児童が増えてきた。引き続

き、きまりを守らせると同時に、基礎的・基本的な技能の

習得を図るため、個別指導やグループ活動を充実させる。 

中学年 

・活動内容やめあてを板書したり、声をかけたりすること

で、活動に集中することができるようにする。 

・歌詞を聴き取ったり、楽譜を指でなぞったりしながら曲を

聴く活動を通して、楽譜に慣れ親しむことができるように

する。 

高学年 

・活動内容に応じて、タブレット端末を活用し、活動を記録

させたり、共有させたり、振り返らせたりすることで、主

体的な活動を促す。 

・グループ活動を充実させることで、協働的に学び合う姿が

見られた。引き続き、児童の実態把握に努め、適切な課題

を与えられるようにする。 

 

図
工 

学 

低学年 

・楽しく活動をすることができる児童が多い。 

・自分の思いを素直に表そうとする児童が多い。 

中学年 

・すすんで活動をする児童が多いが、粘り強く最後まで課題意識をもつ児

童は少ない。 

・自分の思いを素直に表そうとする児童が多い。 

 

高学年 

・上手に表現しようとすすんで活動をする児童が多いが、自信の無さから

粘り強く最後まで課題意識をもてない児童もいる。 

・自分の思いを上手く表現できない児童は苦手意識をもっている。 

 

低学年 

・学習規律も身に付けるように指導する必要がある。 

・思いを正しく表現できるように指導する必要がある。 

中学年 

・道具の正しい使い方や表現方法の工夫を伝え、より多

くの知識・技能を習得させる必要がある。 

・思いを正しく表現できるように指導する必要がある。 

 

高学年 

・基礎・基本を定着させる必要がある。 

・より多くの知識・技能を習得させる必要があるととも

に、発想を豊かにさせる必要がある。 

・思いを正しく表現できるように指導する必要がある。 

 

低学年 

・話の聞き方、準備や片付けの仕方を丁寧に指導し、徹底させ

る。 

・道具の正しい使い方を繰り返し伝えていく。 

中学年 

・道具の正しい使い方を繰り返し伝えるとともに、表現方法

を動画や投影機で分かりやすく提示する。 

・自分や友達の良さを見付ける鑑賞活動を充実させていく。 

高学年 

・道具の正しい使い方を繰り返し伝えるとともに、表現方法

を動画や投影機で分かりやすく提示する。 

・児童の多様な価値観を認め合う力を育み、対話による学び

につなげるために、鑑賞活動を充実させていく。 

・タブレット端末を活用し、調べ学習や鑑賞の学習を充実さ

せる。 

低学年 

・話の聞き方の姿勢、時間を意識した準備や片付けの仕方を

繰り返し指導することで、少しずつ定着してきている。 

・安全に気を付けて道具を正しく使うことで、表現力の充実

につながっている。 

中学年 

・左記の手だてを導入し、「できる、わかる」授業を目指す

ことで、見通しのもてる学習につながっている。 

・鑑賞活動を充実させることで、自分の思いや発想を広げる

手だてとなっている。児童が主体的に作品の良さを見付け

るようになってきた。 

高学年 

・左記の手だてを導入し、「できる、わかる」授業を目指す

ことで、見通しのもてる学習につながっている。 

・鑑賞活動による言語活動を充実させることで、お互いの思

いや表現の仕方の良さを認める場面が増えた。 

・タブレット端末をアイディアスケッチや振り返りで活用す

ることで、深い学びにつなげることができている。 

 

特
支 

学 

・自己肯定感が低く、自信がもてない児童が多い。 

・読むことがたどたどしく、スムーズに音読できなかったり、字形を整え

たり、マス目の大きさに合わせて字を書いたりすることが苦手な児童が

いる。 

・人とのコミュニケーションを取ることが苦手で、自分の気持ちを相手に

伝えることができない。 

 

 

 

 

・自己肯定感の低さから、いろいろな活動に意欲的に取

り組めないことについて指導する必要がある。 

・読み書きの苦手さから、様々な教科で板書したり、文

を書いたりすることに抵抗感が強いところを指導す

る必要がある。 

・相手の気持ちを想像したり、自分の思いを適切に表現

したりすることができ、友達とうまくかかわれるよう

にする。 

・スモールステップでの学習を通して、できた経験や褒めら

れる経験を増やし、自信や達成感をもたせる。 

・児童一人一人の実態や特性に応じた課題を提示したり、読

み書きプログラムを活用したりして、苦手意識を減らし、意

欲的に課題に取り組めるようにする。 

・学習のめあてを立てて振り返ったり、気持ちの度合いを可

視化する教材を使用したりして、達成感をもたせたり、自分

の気持ちに気付かせたりする。小集団指導においては、友達

と協力したり、相手の気持ちに気付かせたり、自分の考えを

話したりする活動を意図的に計画し、友達と上手くかかわ

れる力を身に付けさせていく。 

・スモールステップでの学習を通して、できた経験や褒めら

れる経験が増え、自信や達成感をもたせることにつながっ

ている。 

・児童の実態や特性に合わせた、意欲的に取り組むことがで

きる課題を用意して提示することで、苦手意識の軽減につ

なげた。 

・小集団指導においては、友達と協力したり、自分の考えを話

したりする活動を多く計画し、同じ小集団で学習する友達

と上手に関わる力を身に付けられるようにした。 

 

     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、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。   


