
■ 学校の共通目標 

授業作り 重 

点 

ICT 機器を積極的に活用し、児童が主体的に学び高め合う授業を実践する。また、各教科の授業で対話的な学びの場を意図的に設定

し、児童が自らの考えを広げたり思考を深めたりすることができるようにする。 最
終
評
価 

・ICT機器やタブレットを日常的にどの教科でも積極的に活用し、児童の主体的な学びに生かすことができた。 

・対話的・協働的な学びについて校内研究で深め、幅広い教科で取り組むことができた。 

環境作り 
学習のねらいや活動の流れを示した掲示物を工夫し、児童が学習に見通しをもち、主体的に学習に取り組めるようにする。また、教

室前面の掲示物の内容や量に配慮し、刺激量を調整する。 

・活動の流れを示した掲示物の工夫により、児童が学習に見通しをもち、主体的に学習に取り組む姿が見られた。今後も校内で

確認をしながら環境を整えていく。 

■ 学年の取組内容 

 

 

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） 

１ 

国語 

学・教師や友達の話を聞くときに、最後まで聞かずに割って入

ってしまったり、近くの席の友達としゃべってしまったり

することがある。 

・新出のひらがなの学習は終わったが、文をすらすら書ける

児童と、おぼつかない児童の二極化が見られる。 

 ・読むことについても、よどみない児童がいる一方で、一     

  文字に一秒かかる児童もおり、やはり二極化している。 

・話していい時といけないときがあることを理解して

いない。 

・ひらがなを思うように書けない児童がいる。 

・ひらがなをすらすら読めない児童がいる。 

・話してよいときといけないときの区別を、場面に応じて繰

り返し伝える。教師や友達の話の内容を問い返して確認す

ることで、話を聞く時間を持つことの大切さも理解させる。  

・発達に応じた適切な文字の大きさで書けるよう、独自のマ

スノートを用意する。拗音、促音、長音、濁音を書く機会を

多く設け、全ての児童がそれらに慣れるようにする。 

・教科書の音読に繰り返し取り組ませる。特に「唱え歌」を 

 音読の宿題に多く取り入れ、１年生に必要な言語事項が自

然と身に付くようにする。 

・話してはいけないときは、継続して毅然と指導す

る。友達の話の中には自分の学習や生活を向上さ

せるためのヒントがあると実感させる。 

・私費で購入するノートも、発達に応じたものを用

意する。かぎかっこ、段落、横書きのルール等に

ついても繰り返し指導し定着を目指す。 

・週に一度の図書室を使える時間や朝読書の時間を     

  大切にし、少しでも多く活字に触れられるように

する。発表時の声の大きさについても意識させ

る。 

・場面に応じた話の聞き方を意識する様子が見られるようにな

った。 

・ノートの記入や作文、言葉の問題プリントに繰り返し取り組

ませることで、ひらがなを使って文を書く力が向上した。拗

音、促音の混じった言葉やマスの使用のルールの定着が不十

分なので、繰り返し練習していく必要がある。 

・授業や宿題で繰り返し音読に取り組ませることで、ひらが 

な、カタカナ、漢字の混じった文章をすらすらと読めるよう

になった。 

算数 

学・数字をていねいに書こうという意識がある。 

  ・たし算は増える計算、引き算は減る計算・違いを比べる計

算であることは理解しているが、自分で文章題を作るよ

うな活動では二極化している。 

・繰り上がりのない一桁のたし算、一桁のひき算はでき

るが、時間がかかる児童がいる。 

・問題場面の絵から、式に合う問題文を自分で考える

活動では、自力で考えることが難しい児童がいる。 

・ドリルやプリントを活用して計算練習を繰り返し行う。 

・文章題では、問題文の内容に合致した立式ができるよう声    

を掛け、自分で問題文を作る活動でもその経験が生きるよ

うにする。たし算は増やしたり合わせたりする計算である

と意識させるなど、スモールステップで課題に取り組ませ

る。 

・計算問題の単元が終わった後も、プリントや教科

書の巻末問題などを宿題とし、計算の技能の定着

を目指す。 

・テストとして購入した「チャレンジシート」等を

活用し、たし算・ひき算の文章題特有の語句

（「合わせて」「残りは」等）をさらに意識できる

ようにする。 

・基礎的な計算の技能（繰り上がり、繰り下がり、何十±何

十、等）はおおむね身に付いた。 

・３学期の単元「たしざんとひきざん」で、文章題を読んで足

し算か引き算かを自分で考え立式することがいまだに苦手な

児童が見られた。足すのか引くのか見分ける練習を継続する

必要がある。また、文章題に出てくる数字を式の右辺に書い

てしまうミスも多かった。 

２ 

国語 

学・相手が伝えたいことを最後まで聞くことができず、途中で

自分の考えを発言してしまうことがある。 

・自分が書いた文章を読み返すが、まだ文末に「。」を付け

ることは習慣化していない児童がいる。またくっつきの

「つ」は話し言葉と各言葉が連動していない児童が多い。 

・「書くこと」では、日記伝えたいこととその理由をわかりやす

い文章で表せるようにする。 

・全体の前での発表に自信がなく、言いたいことが十分

に伝えられない児童もいる。                         

・「書くこと」では、くっつきの「つ」や文末の「。」や

カギかっこが定着していない児童もいる。 

・習った漢字の活用が不十分である。 

・発言する時の話型を活用し、個人やグループでの発表練習

を取り入れ、人前で話すことへの抵抗感を減らしていく。 

・声の大きさや速さなどを工夫して話すために、発表名人ポ

イントを掲示し、聞きやすい発表の形を共有する。 

・文章を書いた後、見直しをしたり、友達同士で推敲したりす

る。 

・板書をする際にも履修した漢字を書くよう確認していく。 

・話す機会を引き続き増やしていく。 

・相手の顔を見て聞くことや、うなずきながら聞く

ことを意識づける。 

 

・文章を書いた後に見直しをする時間を増やす。 

 

・漢字テストを繰り返し、既習の漢字を確認して使

えるようにする。 

・ペア学習、グループ学習においては、相手の顔を見て話すこ

とや、発言を聞いてから自分の考えを伝えたり質問をしたり

することができるようになった。学級内の発表や話し合いで

は、発表名人ポイントを意識して聞きやすい発表ができるよ

うになってきているが、しっかり発言できる児童は限られて

いる。発言できる児童を手本にして、よい点を真似すること

で力を付けられるように指導する。 

・主語、述語を意識した文章を書くように指導してきたことで、

日記や作文では相手に伝わる文章を書けるようになった。し

かし、自分の考えや文章での解答になると、順序立てて書く

ことや、問いに正答する文章を書くことができる児童は少な

い。主語述語を意識して短い文章を書く経験を重ねる。 

・２年の学習漢字はテストでの繰り返し練習を行い定着してき

た。また、課題学習や作文では、既習漢字を使う児童が増え

てきている。 

算数 

学・繰り上がり、繰り下がりの計算については、引き続き具体」

物を使用しながら指導していく。 

・大きい数の足し算引き算については、習熟が必要である。 

・文章問題の文章をよく読み、問題に取り組む姿勢の定着をは

かりたい。 

・一桁同士のたし算、ひき算が定着していない児童がい

る。 

・数を、１０を単位として見ることが難しい。 

・文章を読み取り理解することが難しい。 

・簡単な計算問題を繰り返し解く。 

 

・デジタル教科書で繰り返し見せたり、ブロック等の教材を

使ったりして練習を重ねる。 

・問題文を落ち着いて読む習慣をつける。 

・計算カードを活用した暗算練習をする。 

 

 

 

・文章問題を、「わかっている事」「もとめること」 

を意識させながら読む習慣をつける。 

・計算カードで暗算の練習を行った結果、計算問題や課題学習

では２桁、３桁の計算における計算ミスが少なくなった。し

かし、テストでは２桁の簡単な計算ミスが多く、解答を見直

す習慣を確実に身に付けていく。 

・１０の単位、１００の単位を意識し大きい数を数えたり計算

したりすることができるようになった。 

・問題文を読みながら、「わかっている事」「もとめること」が

何かを考えながら図をかいたり、式を立てたりすることがで

きる児童が増えてきた。しかし、計算問題同様に、テストに

なるとミスをする児童が多く、問題文の読み方には今後も指
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導が必要である。 

３ 

国語 

調 ・本校の正答率は８７．７％と、全国を４．５％、新宿区

を３．１％上回っている。内容別にみると、８つのうち

６つの正答率が全国、新宿区を上回り、観点別では「話

を聞きとる」「説明文を読み取る」の正答率が全国を大き

く上回った。 

学 ・学習中に感じた事や考えた事を個人やペアで振り返る時

間が不足している。あてをもって学習に取り組む姿勢が

できている。 

・「話す、聞く」能力や「読む」能力においては、相手

の考えを受けて、自分の考えを改良することに習熟

が必要である。 

・「言語」能力では、習った漢字をさらに活用できると

よい。 

・友達が発表したことに対する感想を書いたり、話したりす

る経験を増やす。色々なペアを作って交流する機会を多く

する。 

・国語の話す聞くの学習だけでなく、学級会の話し合いなど

でも、友達の意見を受けての自分の考えを伝えられている

児童を賞賛し、手本にさせる。付け足しや同じ意見は、ハン

ドサインを活用し、積極的に話し合いに参加させる。 

・学習全般において、習った漢字を使うよう、言葉掛けや添削

をする。 

・ペアでの交流活動から、人数を増やして交流す

る。その際、対話の学習で学んだことを生かせる

ように、既習事項を分かりやすく示す。     

・新出漢字を２月までに学習し、３月には反復練習

ができるように、プリント等を用意する。また、

作文や日記などに習った漢字を使うよう添削す

る。 

・対話の学習で学んだことを生かし、友達の話を最後まで聞い

たり、友達に質問を返したりできるようになってきている。

少人数での話し合いはできるので、今後は全体に広げられる

ようにしていく。 

・新出漢字を２月中に学習したので、定着するように反復練習

をしている。作文や日記については、既習の漢字を使えてい

ないので、引き続き、添削する際、個別指導もしていく。 

算数 

調 ・本校の正答率は８１．９％と、全国を５．３％、新宿区

を３．８％上回っている。内容別にみると、８つの全て

の正答率が全国、新宿区を上回っている。観点別では、

「たし算」と「時こくと時間」の正答率が全国を大きく

上回った。 

学 ・学習のめあての確認や振り返りは半分の児童が意識して

できている。 

・自分の考えをもって、友達と話し合ったり、その考えを発表

したりする学習経験をさらに積む必要がある。 

・たし算、引き算、かけ算が定着していない児童がいる。 

・文章を読み取り、立式することが難しい。 

・時計も長さも生活の中で活用できている児童は大半

だが、まだ十分に身に付いていない児童もいる。 

・友達の考えのよさを見つけ、それを活用することがま

だ不十分である。 

・計算スキルやプリント等を使い、計算練習を繰り返し行う。 

・ペアやグループになり、友達と考えを共有したり、発表した

りする場を増やす。 

・時計や長さを他教科の授業や校外学習の授業でも活用する

場面を設け、繰り返し定着を図る。 

・振り返りをすることにより、友達の考えの良さや本時で学

んだことを積み重ねていくようにする。                                 

・計算スキルを確認し、できていないところを個別

に指導する。また、全体的に間違いが多い問題の

類似問題を提示し、理解を深める。 

・作図の際に、コンパスが上手に使えるように繰り

返し練習し、定着を図る。 

・計算スキルや授業中・宿題でのプリントを通して、繰り返し問

題に取り組むことができたため、たし算、ひき算、かけ算など

の基礎・基本の習熟、問題の解き方の理解などにつながった。 

・時計や長さなどは、生活の中で活用することができた。 

・振り返り活動を毎時間行うことによって、自分の思考の流れ

を確認し、どのようなことができるようになったのか、分か

るようになったのかということを自分で把握できていた。 

・友達の考えから自分の考えを振り返り、自分の考えを深めた

り、広げたりすることができていた。 

４ 

国語 

調 ・本校の正答率はどの領域においても全国平均正答率を 

   上回っている。特に「書くこと」については 10.6％上回

った。昨年度の課題であった「書くこと」が上回ったの

で昨年度の学習の成果が表れたものと考える。 

  ・言語についての「ローマ字」の正答率が８ポイント低く

なっている。ローマ字の学習が１月の学力テスト時点で

まだ定着していなかったことが考えられる。 

学 ・漢字の学習など反復学習にも真面目に取り組むことがで

きる。 

  ・書くことに対しての苦手意識も少なくなり、楽しんで書

けるようになっている。 

  ・ローマ字の読み書きについてはまだ多くの時間を練習に

充てていないので十分に定着していない。 

・ローマ字の書くこと、読むことに間違いが多い。 

 ローマ字を正確に読み書きできるようにする指導が

必要である。 

・「書くこと」については無回答の児童も多いので 

 書ける児童と書くことが苦手な児童の両極化になっ

ている。 

 

・書くことについては引き続き「楽しんで書く」ことをベース

にしていく。自主勉強ノートに１００文字、日記５行日記等

書く活動を行う。 

・ローマ字については家庭学習や短時間学習で学習する時間

を設定し学習に定着を図る。 

・タブレットの操作で実際にローマ字を活用し日常からロー

マ字に触れる機会を多くする。 

 

・書くことに関しては、140字ツイッター作文を継

続的に続けている。 

・タブレットを積極的に活用し、日常からローマ字

に触れている。 

・視写に継続的に取り組んでいる。 

 

・ペアや小グループでの話し合いを取り入れた一年だったので

話し合いになると児童が自発的にグループで話すようになっ 

た。児童も安心して話し合いができ、結果、授業での発言

が活発になり深い学びにつながった。まだ発言することを

苦手とする児童がいるので引き続き指導していく必要があ

る。 

・書く活動は各教科の授業での振り返りや行事の振り返り等、

国語科に限らず意識的に行った。作文としてではなく気負わ

ず書き、教師や友達、他学年と読み合う活動を取り入れたこ

とによって読み手を意識して書けるようになった。 

・ローマ字に関しては、児童の中で格差が大きい。引き続き、指

導していく。 

・学習意欲の高い児童にも、自主的な宿題などをだすことで個

に応じた学習ができた。 

算数 

調 ・本校の正答率はどの領域においても非常に高く、全国の

平均を上回っている。数学的考え方が非常に高い。 

学 ・問題をよく読み、解答をすることができる児童もいるが、

落ち着きがなく問題で大切な記述を見落としてしまう

児童も多い。 

  ・学習塾に通っている児童も多く、個人により理解に差が

生じている。 

  ・全体的に、順序だてて説明をすることに課題がある。 

・自分の考えを絵図や文章を用い、人にわかりやすく伝

えるということに課題がある。苦手意識を感じる児童

も少なくはない。また、他者の考えを受容し、さらに考

えを深めるという考え方や態度に課題が見られる。 

・友達と考えを共有したり、発表したりする場を増やす。 

・グループごとで考えをまとめ発表することで、個人での学

習への参加意識を高める。 

・授業内でペアで自分の考えを伝える時間や共有する時間を

意図的に計画する。 

・発表した内容は、児童が良いポイントを探し、お互いに評価

する。（相互評価） 

・自分の考えを発表する場を継続的に行っている。 

・相互評価は発表への苦手意識を無くす効果が高

い、継続的に行っている。 

・授業内では、ペアで自分の考えを伝える時間を必

ず行っている。 

・問題を解く過程について自分なりの考えを発表することがで

きるようになってきた。しかし、まとめることが十分にでき

ない児童もおり、引き続き指導していく必要がある。 

・習熟度別学習においての進度の差は、児童同士の教え合いや

問題の繰り返し学習をしていくことでクラス内の進度差を最

小限にすることができた。 

・学習意欲の高い児童にも、自主的な宿題などを出すことで個

に応じた学習ができた。 

５ 

国語 

調・本校の正答率は７６．４％と、全国を６．４％、新宿区を

４.２％上回っている。内容別にみると、８つのうち７つの

正答率が全国、新宿区を上回り、観点別では「書く能力」

「読む能力」の正答率が全国を大きく上回った。 

学 ・学習に意欲的に取り組む児童が多いが、学習の定着に個

人差がある。 

  ・「話すこと」は３年次に成長が見られたが、「聞くこと」

はいまだに得意とは言えない児童もいる。 

・漢字の習熟に個人差があるため、苦手な児童のフォロ

ーが必要。 

・人の話を黙って聞く姿勢を引き続き指導する必要が

ある。 

・漢字テストの実施後は、得点に応じて再テスト、再々テスト

を行い、配当の漢字を全員が習得できるようにする。 

・「話を聞いていないと答えられない」形式の発問を意識して

増やす。また、児童同士の話合い活動でも、自分の意見をい

きなり話し出すのではなく、前の人の話を受けて一言以上

のレスポンスをしてから自分の意見を述べるよう指導す

る。 

・要旨をまとめるなどの短作文を繰り返し指導する。 

・前学年までの既習漢字の定着にばらつきがあった

ため、５年生の漢字学習が終了次第、前学年まで

の配当漢字の復習テストを行い、定着を徹底す

る。 

・学習の振り返りには、自己評価とともに他者の考

えを受けて考えたことを記述させる。 

・要旨だけでなく伝記を読んでの感想なども 200文

字でまとめる学習活動を行い、自分の考えも端的

にまとめられるようにする。 

・５年生の漢字学習を早く終えることができたため、前学年ま

での配当漢字の復習テストを行い、定着を図ることができ

た。 

・学習の振り返りでは、自己評価とともに他者の考えを受けて

考えたことを記述できる児童が増えた。 

・説明文の要旨や伝記を読んでの感想などを 200文字程度でま

とめる学習活動を行ったことで、自分の考えも端的にまとめ

る力が身に付いてきた。 

算数 
調・本校の正答率は７７．７％と、全国を９．２％、新宿区を

３％上回っている。内容別にみると、７つのうち６つの正

・自分の考えを図で表せるようになってきたが、問題に

応じた図を選択することにおいてはまだ課題が残

・表やグラフの効果的な使い方を確認し、考え方に合った図

が選べるように指導していく。 

・算数で培った図表を活用する力を国語の統計資料    

や社会科の資料の読み取りの学習に生かしてい  

・算数で培った図表を活用する力を国語の統計資料や社会科の   

資料の読み取りの学習に生かすことができた。 



     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。   

答率が全国、新宿区を上回り、観点別では特に「数学的な

考え方」の正答率が全国を大きく上回った。 

学・学習に意欲的に取り組む児童が多いが、自分の考え方をま

とめたり友達の意見を活用したりする力には個人差があ

る。 

・学習内容の定着に個人差がある。 

・急いで問題を解く児童が多く、小さなミスが多い。また、見

直しをしない児童も多い。 

る。 

・ワークテストでは、４年後期から無回答の児童が多く

みられるようになった。 

 

・無回答ではなく何かしら自分の考えを残すように指導し、

復習するときにどこまで自分で考えられたのかを視覚化で

きるようにしていく。 

く。 

・振り返りを重視し、決まった答えのない考えの記

述に慣れさせるようにする。国語と同様に他者の

考えを取り入れ、自分の考えと比べたりより効果

的な考えになるように自分の考えを見直したりし

たことを記述させる。 

・自分の考えを式だけではなく図や表、文章で表し、友達に説   

明できる児童が増えた。他者の考えを取り入れ、自分の考

えと比べたりより効果的な考えになるように自分の考えを

見直したりする力が身に付いてきたが、それを振り返りで

記述することに課題が残るため、指導を徹底していく。 

６ 

国語 

調「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」等全てにお

いて区・全国の正答率を大きく上回っている。特に漢字の

読み書きについては９０パーセントを超え、基礎基本が定

着している。 

・「表現」することの個人差が大きい。目的に沿って「話

す」、テーマに基づいて「書く」という学習を行う必

要がある。 

・修飾語の理解が定着していないので復習が必要であ

る。 

・国語だけではなく、各教科で自分の考えを発表したり、みん

なの前でスピーチしたりする機会を多くもたせる。 

・授業の振り返りでは、テーマと時間を設定して、自分の考え

を書くという取り組みを継続して行っていく。 

・教科書の修飾語を取り上げて復習を行う。 

・「敬語」の使い方を正しく理解していない児童が

多いため、復習をすると共に生活の中で活用でき

るように指導する。 

・作文指導だけでなく各教科の振り返りや学習感想

などでも修飾語を意識して使うように指導する。 

・グループでの話合いや発表を多く取り入れたことで、「話す

こと 聞くこと」の力が全体的に身に付き、児童に自信をも

たせることができた。 

・学習の振り返りや一日の振り返りを継続的に取り組むこと

で、短時間で端的に文章をまとめる力が身に付いた。 

・漢字の習熟度は個人差が広がってしまったので、定期的に繰

り返し学習する必要性を痛感した 

・復習したことにより修飾語をしっかりマスターし、文章表現

が豊かになった。 

算数 

調どの観点においても、区・全国平均を大きく上回っている。

特に「数学的な考え方」の正答率が高く、応用する力があ

り、算数の学習への意欲が高い。 

・基本的な計算は、全体的に理解度が高いが、やり方や

考えを説明することは個人差が大きい。表現につい

ては無回答の児童もいるので、表現させるような取

り組みを増やしていく必要がある。 

 

・算数において、なぜそう考えるのか、数学的な考え方を児童

に意識させて指導していく。 

・グループになっての課題解決も取り入れ、やり方や考えを

表現する力をどの児童にも身に付けさせていく。 

・思考の過程が分かるようにノートに書くようにさ

らに丁寧に指導する。 

・６年間の算数の学習内容の定着度をベーシックテ

ストで確認し、定着ができていない児童は少人数

クラスで、各児童に合ったプリントの学習を行

い、理解が深まるよう指導する 

・グループでの課題解決を多く取り入れたことにより、児童の

意欲の向上と学び合いによる思考の深まりを見取ることがで

きた。 

・ノートの書き方を丁寧に指導したことで、自己の思考を視覚

化して理解する習慣が身に付き、中学校の学習につなげるこ

とができた。 

・６学年の学習内容だけでなく、今までの復習も行い、基礎基

本の定着を図ることができた。 

音
楽 

学音楽の学習に意欲的な児童が多く、すすんで表現や鑑賞の活動に取り

組もうとしている。 

・音楽表現を楽しんでいる児童が多い一方、のびのびと

表現をしたり自分の考えを発表したりすることに消

極的な児童も見られる。 

・努力の様子や前回よりものびたところを教師が認め声をか

けることはもとより、題材のねらいや発達段階に応じて学

習形態を工夫し、児童が互いのよさを認め伝え合う活動を

設定する。また、ワークシートを工夫し、どのように表現し

たいか考えたり伝え合ったりする時間を設定する。 

・振り返りの時間を確保し、学年や題材に応じた振

り返りのワークシートを工夫する。 
・ワークシートの活用によって児童が自らの考えを整理した

り、学習を振り返り次の学びにつなげたりすることができ

た。 

・児童が互いのよさを認め合い、聴き合う活動を積み重ねてき

たことにより、自信をもって表現をするとともに、友達の演

奏や発表を肯定的に受け止めようとする態度が育った。 

図
工 

学材料に積極的にかかわるとともに進んで活動し、自分なりの表現を何

度も試し、発想を追求しようとする児童が見られる。 

・自分の表現への肯定感がやや低く、自分の思いやイメ

ージに合わせて、画材や素材を選び効果的に表現す

る力がやや弱い。 

・自他の表現のよさに気付き自信をもてるように言語化して

伝える活動をする。 

・画材を表現に合わせて豊富に用意し、自分で選択させる活

動場面や題材を多く用意し、思考力、判断力、表現力を高め

る。 

・題材ごとに児童作品を展示し相互鑑賞できる場の

設定をして、表現の良さをカードで伝える活動を

意図的増やし、次の活動につなげる。 

・題材の目標や観点に合わせた振り返りのできるシ

ートを用意する。 

・自他の表現のよさを具体的にカードに記入し、発表したり伝

え合ったりすることで自分の表現に自信を持って活動しよう

とする姿が見られるようになった。 

・表現方法に応じて画材に応じて画材や素材を選ぶ体験を増や

すことで高学年が主体的に表現する姿が見られるようになっ

た。 

特
支 

 
  

  


