
■ 学校の共通目標  

授業作り 

重 

点 

1人１台のタブレット端末や ICT機器を積極的に活用した個別最適化された学習を実践し、児童の

学びに向かう力を育成する。また、各教科の授業での協働的な学びを通して児童の考えを深め広げ

るとともに、振り返りの方法を工夫し、児童が自己の変容や学習の状況を正しく捉え次の学習や生

活に生かせるようにする。 中
間
評
価 

日常的にデジタルドリルを活用するとともに、各学年の発達段階や各

教科の学習のねらいに応じたタブレットの活用を工夫し、職員間で情

報を共有した。また、９月には校内研究の主題である「協働的な学び」

について振り返り、各学年・専科で後期に向けての重点を定めた。 最
終
評
価 

 

環境作り 

学習のねらいや活動の流れ、振り返りの視点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、落ち着いて

取り組めるようにする。・ 

ＩＣＴ機器の活用や板書の工夫などにより、児童にとって視覚的に分

かりやすくした。また、振り返りの視点について研究推進部から提案

し、各学年の発達段階や教科の特性に応じて変更・修正して使えるよ

うにした。振り返りの視点は日常的に教室に掲示したり児童がノート

に張り付けたりするなどして活用できるようにした。 

 

■ 学年の取組内容 

２ 

国語 

学 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

不十分である。また、平仮名、片仮名、漢字の混じった文章

をすらすらと読めない児童がいる。片仮名を書くことが苦

手な児童も見られる。 

・ノートや作文用紙を昨年度以上に多く活用し、日本語

を書く際のルールを身に付けさせる指導が必要であ

る。 

・形が似ている片仮名を改めて確認し、平仮名との用途

の違いも再度指導する必要がある。 

・文章を書く活動では、感染症に配慮しながら、友達の文章を

相互チェックする機会を設ける。 

・片仮名については、教科書の「かたかなのひろば」のページ

を主な復習の機会とするが、単元と単元の合間には片仮名

の宿題プリントも用意する。 

・どの言葉を片仮名で書くのか理解がまた不十分であるの

で、作文やプリント、タブレット端末の問題に取り組ま

せ、片仮名で表記する言葉に多く触れさせていく。 

・文章を書く際、拗音、促音に間違いがないか、主語、述語

がある分かりやすい文になっているか、注意すべき点を確

認するよう習慣付けていく。 

 

算数 

学 繰り上がり、繰り下がりのある計算、何十±何十、等の基

礎的な計算の技能がおおむね高い一方、文章題を読んで、

たし算かひき算かを自分で考え立式することが苦手な児童

もいる。 

・後期にかけ算を学ぶことも見据え、前期のうちにたし

算とひき算の意味や目的を理解できるよう指導する

必要がある。 

・教科書の「どんな計算になるのかな」のページを重点的に扱

い、タブレット端末や補助プリントも使いながら、文章題か

ら立式する技能の全員への定着を目指す。 

・繰り上がり、繰り下がりの筆算でミスが見られるので、計

算の正確性を高めていくよう、計算手順の確認、補助プリ

ント、タブレット端末での計算練習に取り組ませていく。 
 

３ 国語 

調 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。 

学 自分の考えや文章での解答になると、正答する児童はまだ

少ない。   

学 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。 

・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

はまだ少ないため、例示を行いながらの書くための指

導が必要である。 

 

・しっかり発言できる児童は限られているので、どの子

も発言できるような場を設定したり、手本を示したりし

て指導を積み重ねていく必要がある。 

・文章全体の構成や内容を意識して、音読したり、まとめたり

するように指導する。 

・はじめ、中、終わりの構成を意識して、文章を書く練習をく

り返し行う。 

・読む、書くにおいて、常に辞書を活用する習慣をつけさせて

語彙力をつけると共に文章表現を豊かにさせていく。 

 

・発言できる児童を手本にして、良い点を真似することで力

を付けられるように指導すると共に、全員が、発言、発表す

る機会を多くする。 

・タブレット端末の協働学習支援ツールを活用して、文章の

構成を考え、グループで試行錯誤しながら、文章を書く練

習を行ったことで、構成を意識して、文章を書く児童が増

えた。 

・漢字の学習では、国語辞書や漢字辞典を用いて学習するこ

とが習慣化してきている、語彙力が豊かになってきている

が、文章表現に活用することはまだ難しく、引き続き取り

組んでいく。 

・積極的に発言する児童が増えてきている。相手に伝わりや

すい話し方の習得にはまだ課題があるので、表現力を高め

る活動を増やしていく。 

 

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 

学拗音、促音の読み書きがまだ十分に身に付いていない。また、

文章を正確に読むことができないため、内容を正確に理解で

きない児童が目立つ。一方では、読書量が多く、文章理解や

文章での表現が豊かな児童もいて、学力が二極化している。 

・平仮名をすらすら読めるように指導する必要がある。 

・文章を正しく書いたり、拗音、促音を正しく書いたり

できるように指導する。 

・文章の内容を正確に理解できるよう指導する必要が

ある。 

・短い文章を書く練習に、繰り返し取り組む。 

・モジュールを活用し、既習事項の復習に取り組む。 

・国語の授業以外にも、授業で音読を取り入れる。 

    

算数 

学練習問題は正確に解答することができるが、問題文を正確に

読み取る力がまだ十分に身に付いていいないため、誤答する

ことがある。一つの解答で満足してしまい、考えを広げよう

としない様子が見られる。 

・問題文を正しく読む指導をする。 

・思い込みで計算し、見直しをしないで間違える児童が

いるため、見直しをする指導をする。 

 

・大切な部分に線を引く習慣をつける。 

・見直しの仕方を指導する。 

・授業で考え方を出し合う時間をつくる。 

 

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） 

学力向上のための重点プラン【小学校】                                            新宿区立落合第四小学校 （様式 1） 



算数 

調 計算カードで暗算の練習を行ったが、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多く見られる。 

学 問題文を読みながら、「わかっていること」「もとめること」

が何かを考えながら図を書いたり、式を立てたりすること

ができる児童が増えてきた。 

・２桁の簡単な計算やかけ算等の計算問題のやり方を

正しく理解していない児童には、復習問題も取り入れ

ながら、基礎基本を定着させる必要がある。 

・問題文を読み、求められていることを考えながら図や

式を立てられる力が付いてきたので、継続して指導し問

題文を解く力を伸ばしていく。 

・タブレット端末のデジタルドリルを活用して２年生の算数

からの復習を個別に行う。 

・計算の確かめの仕方を指導し、解答を見直す習慣を確実に

身に付けていく。 

・教科書の問題文を読み取りするときには、大事な情報に線

を引くことを指導し、正しく読み取る力をつけさせていく。 

・タブレット端末のデジタルドリルと紙ベースのドリルの併

用によって、既習内容の定着を図ることができた。 

・計算の確かめについて指導したことで、わり算の単元でわ

り算とかけ算が逆の計算であることを理解し、確かめに生

かすことができた。 

・四則計算を全て学習し立式の難易度が上がったので、問題

文を正しく読み取り指揮を立てることができるよう、引き

続き指導を続ける。 

・ノートの書き方を丁寧に指導することにより、児童が工夫

して自分のノートを制作するようになった。自分のノート

を利用して既習内容を活用する姿も見られるようになっ

た。自力解決の力をさらに身に付けさせていく。 

 

４ 

国語 

調 本校の正答率は６６．７％と、全国を３．７％、新宿区を

０．２％上回っている。内容別に見ると、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「知識・技能」

と「思考・判断・表現」の正答率が全国を上回っている。 

学 友達の意見を聞き、考えを広げたり深めたりすることはで

きている。毎週、日記に取り組んでいたが、目的意識をもっ

て文を書く力が不足している。 

・「書くこと」について、指定された長さで文章を書く

ことや、段落を意識して書くことに苦手意識を感じる

児童が多い。目的に応じて書く指導が必要である。 

・ローマ字を書く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、毎週末に日記を書く活動を取り入れ

たり、フォローアップワークシートを活用したりし、書く機

会を多く設定する。また文章を書いた後、見直しをしたり、

友達同士で推敲したりする。 

・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、学習の定着を図る。また、タブレット端末の操

作で実際にローマ字を活用し、ローマ字に触れる機会を多

くする。 

・日記を書く活動以外にも、授業の中で自分の考えを書く時

間を十分に確保したり、友達と見合いながら推敲する時間

をとったりすることができた。文章のまとまりを意識し

て、分かりやすく自分の考えを書くことができるようにし

ていく。 

・タブレット端末の操作時にローマ字を使う機会を多く作る

ことができた。ほとんどの児童がローマ字表を見ずにタイ

ピングできているので、ローマ字を書く学習にも生かして

いく。 

 

算数 

調 本校の正答率は７１．２％と、全国を３．２％上回り、新宿

区を１．９％下回っている。内容別にみると、７つのうち

正答率が全国、新宿区を上回っているのは「たし算・ひき

算」だけだった。観点別では、すべての項目が全国と同じ

か上回っているが、新宿区を上回っている項目はない。 

学 計算の手順等を身に付け、正確にたし算やひき算ができる

ようになっている。問題に対する自分の考えをもてるよう

になってきたが、それをノートに書いたり友達に発表した

りする力が不足している。 

・自分の考えを図や文章を用い、わかりやすく表現する

ことに課題があるため、個人で課題に取り組むだけで

なく、友達と考えを共有する場の設定が必要である。 

・友達の考えを受容し、よさを見つけ、それを活用する

ことが不十分であるので、学習を振り返る時間を確保

する。 

・友達と考えを共有したり、発表したりする場を増やす。ま

た、考えをまとめて発表することで、個人の学習への参加意

識を高める。 

・発表した内容は、児童が良いポイントを探し、相互評価す

る。 

・振り返りの時間を確保し、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。   

 

・友達に自分の考えを伝えることができるようになってき

た。しかし、グループの意見としてそれぞれの考えをまと

める段階には至っていないので、今後も継続して課題とし

ていく。 

・振り返りの時間を毎時間の授業で確保するようにした。授

業の中で分かったことや、友達の意見から考えたこと、普

段の生活に生かせそうなことなどを書いていて、積み重ね

ができている。振り返りを次回の目標につなげていくこと

で、学ぶサイクルを身に付けることができるようにする。 

 

５ 

国語 

調 令和二年度はどの領域においても目標値、区平均正答率を

上回っている。特に物語の読み取り、説明文の読み取り

はそれぞれ５ポイント以上上回っている。一方「書く」領

域では区平均を上回っているものの他の領域に比べると

数値は低くなっている。 

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。 

 

・日常的な学習の中で既習事項の漢字を活用していな

い様子が見られるため、各教科の学習でノートやワー

クシートに記述する際に既習の漢字を活用するよう

指導する。 

・一部の児童は積極的に話せるが、全員が積極的に話す

ところまでは至っていないので、話し合い活動を取り

入れて繰り返し指導する必要がある。 

・漢字を書くことでは、「正しく覚えること」と、「日常で活用

していくこと」の両方を大事に指導していく。 

・「話す・聞く」の単元で、話し合いの仕方を身に付ける。 

・他教科でも話し合いの活動を取り入れて、話す力と聞く力

を丁寧に指導していく。 

・振り返りを毎時間書くことで書く経験を重ねているが、既

習の漢字を正しく使える児童は多くないため、正しく覚

え、活用していくことを引き続き指導していく。 

・各単元で話し合いの機会を多く設定したことで、話し合い

の仕方は身に付いてきている。話し合うことで学びがより

広がったり深まったりする実感を味わえるよう、引き続き

話し合いの場を多く設定する。 

 

算数 

調 令和二年度の本校の正答率は７１．６％と、新宿区を２．

６％上回っている。観点・領域別にみると、７つの観点・領

域のうち 6 つの正答率が全国、新宿区を上回っている。特

に「小数」の正答率が全国平均を１２．４％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。 

学 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。 

・算数の基礎基本は、ほとんどの児童が習得している

が、学年相応の学習内容を習得していない児童もお

り、個人差が大きいため、習熟度別の指導や個別の対

応も必要である。 

・家庭学習の課題としてタブレット端末のデジタルドリルを

活用し、学習の定着が難しい児童については個別に対応す

る。 

・習熟度別学習ではどの児童も自力で解決できるような課題

を提示する。理解度に応じたミニプリントを用意したり、

ヒントが必要な児童に対しては「スペシャルヒントタイ

ム」を設けヒントの必要な児童に対しての支援を行ったり

する。またノート指導も丁寧に行い自分の学びの足跡をふ

り返られるようにする。 

・デジタルドリルや計算スキルを活用して復習できるように

している。 

・習熟度別授業では、十分に習熟していない児童に特に個別

指導がしやすいクラス編成にしている。授業中には理解度

に応じたプリントやタブレット端末を用いてより習熟でき

るようにしている。振り返りを書く時間の確保には課題が

残るので改善していく。振り返りを次時に生かすことで学

びの継続性を意識させる指導が引き続き必要である。 

 

６ 国語 

調 本校の正答率は全国より１０％、区より９％上回っている。

特に漢字の読み及び物語・説明文を読み取る力に長けてい

る。 

学 読み取ったことや自分の考えを書くことに意欲的である。

ただし、学習内容によって主体性に差が見られる。 

・「書くこと」に関しては、児童の個人差が大きい。ま

た、文を書くことはできても、問われている内容に沿

っているか自分で判断したり、文を推敲したりする力

が弱い。書くことを日常化し、主体性を高める指導が

必要である。 

・引き続き、短作文など文章で自分の考えを表す学習に重点

を置き、その中で要旨をまとめて書く、情景を表す言葉を用

いる、など精練された表現ができるように、辞書を活用し、

語彙を豊かにしていく。 

・読書感想文や評価文など、「読むこと」、「書くこと」を一

体にした表現の力が全体的に向上している。すぐれた文章

に接する機会を増やし、その表現方法を参考に自分の表現

方法の幅を広げられるようにする。 

 



算数 

調 本校の正答率は全国より１２％、区より６％上回っている。

特に分数のたし算・ひき算をはじめとして計算力がある。 

学 宿題や繰り返しの練習問題にすすんで取り組むが、間違い

をきちんと見直したりする修正力に差がある。 

・計算力はあるが、数の性質を説明したり、数同士の変

化や関係を分析して何が言えるかを表したりする力

が弱いので説明の仕方の幅を広げる指導が必要であ

る。 

・技能の習得はタブレット端末を活用して家庭学習で行うよ

うにし、学校での学習は知識や技能の習得に偏った学習内

容にならないようにする。ノートに考え方を書く他、他者の

考えを理解して取り入れるなど説明の仕方の幅を広げる学

習を充実させる。 

・算数レポートなど、答えのない記述を中心とした学習活動

を取り入れ、思考力を評価できるようにした。また、自己

評価と他者評価を振り返りに書かせることで、自分になか

った考えのよさに気付かせるようにする。 

 

音
楽 

学 鍵盤楽器や打楽器などの表現活動および鑑賞の活動にすすんで取り

組んでいる児童が多いが、コロナ禍で十分にリコーダーの学習ができ

なかったこともあり運指に苦手意識をもつ児童もいる。音楽づくりで

は友達の演奏や発表を聴く際によさを見つけたりして肯定的に受け

止めようとする態度が見られた。 

・リコーダーを正しい運指で演奏できるようにする指

導が必要である。 

・友達の演奏や発表を肯定的に受け止めて聴く態度が

育ってきたので、さらに児童が自分の考えを深めたり

広げたりする力を伸ばしていくために振り返りの時

間を設定する。 

・リコーダーの学習を行う際には全体指導で運指の確認を丁

寧に行うとともに、児童の実態に合わせて個別に支援した

りする。 

・題材のねらいに沿った振り返りの視点を与え、児童が学び

を振り返り、次の学習へつなげていくようにする。 

・リコーダーの学習では、導入部分での運指の確認を丁寧に

行ったりペアで見合ったりする活動を取り入れるととも

に、タブレット端末を活用して奏法や息の強さを確認した

りしてすすめた。指導計画にゆとりをもち、児童ができた

喜びを感じながら無理なく学習をすすめられるようにす

る。 

・各題材のまとめの段階で十分に振り返りの時間を確保し

た。引き続き題材のねらいに沿った振り返りの視点を提示

し、児童が自らの学びを振り返り、次の学習につなげられ

るようにする。 

 

図
工 

学 材料に積極的に関わるとともに進んで活動し、自分なりの表現をため

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、また自分の思いや

イメージに合わせて画材や素材を選び効果的に表現

する力がやや弱い児童も見られる。画材や素材の効果

的な選び方についての指導や、自分の表現に自信をも

たせるための場の設定が必要である。 

・自分の表現のよさに気付き自信をもてるように自他の作品

のよさを言語化して伝え合う活動をする。 

・表現したいことに合わせて画材や素材を複数用意し、自分

で選択できる場面をつくり、思考力、判断力、表現力を高め

る。 

・鑑賞の場面ではＩＣＴ機器を活用し、自他の作品のよさを

言語化して伝え合う活動を各学年で行うことができた。Ｉ

ＣＴ機器の活用に不慣れな児童には個別に支援していく。 

・題材に合わせて既習の画材を選択できるように用意でき

た。さらに表現力につながるよう今後も続けていく。 

 

特
支 

 

   

 

     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。   


