
■ 学校の共通目標 

授業作り 重 

点 

友達とのかかわりの中で児童が自ら考え、表現できるような指導内容の工夫を図る。 

ＩＣＴなどの活用を通して、個別学習への深まりをめざす。 
最
終
評
価 

ＩＣＴ機器を駆使した授業が増え、児童の主体性が伸びた。児童が自ら考えたことを主

体的に表現できるような授業が展開できた。 

環境作り 
主体的に児童が学び合う場と機会の設定を行うとともに、特別支援教育・ユニバーサ

ルデザイン・個別学習の視点を取り入れた環境作りを行う。 

コロナ禍ではあるが、児童主体の活動ができるような場や機会を意図的に作ること

ができた。みらい科を経験しながら、学習に関する関心や意欲は高まってきている。 

■ 学年の取組内容 

 

 

１ 

国語 

学休校中の課題６月からの分散登校から平仮名を学習

し、読み書きは学習済みである。 

学７～９月に片仮名を学習し、現在漢字の学習を開始

している。 

学簡単な言葉をつなぎ、短い文を３～５文つなげて、文

章にすることができるようになった。 

・平仮名の形や発音は定着しているように感じる

が、促音や長音、濁音、拗音の定着が課題である。 

・片仮名の定着には時間がかかっており、平仮名

と混乱している様子がうかがえる。 

・読解力は伸びてきているが、登場人物の気持ち

を想像し、音読や文章で表現する力はまだまだ課

題である。 

・文字の正確な習得と語彙を増やすために、プリントやドリ

ルなどでの繰り返し学習により、正確な知識を身に付ける。 

・感想や手紙などを書く機会を多く設け、文章を書くことに

慣れさせる。また、その時の気持ちを表現する文章を書くよ

うにさせ、自己表現の幅を広げるよう指導する。 

・場面の要図に着目して、登場人物の気持ちや行動を具体的

に想像することができるよう、登場人物の気持ちをより深く

表現する読み方などを少人数グループで話合わせたり音読

劇に取り組ませたりする。 

・文字の習得は進んでいるものの、形が似

ているものや読み方が複数ある漢字など、

つまずきやすいとされるものを正確に習得

することが、今後の課題といえる。書く活

動を増やし、繰り返しそれら触れさせ、確

実な習得につなげたい。 

 

・ノートやプリント、ドリルなどを使った繰り返し学習により、ひらがな、

カタカナ、漢字の習得が大きく飛躍した。特に漢字は、ドリルの文章をノ

ートに書く活動を繰り返したことで、定着率が上がった 

・作文やスピーチなど、自分の思いを言葉にして表現する機会を多く設け

たことで、思いのままに表現することに抵抗を感じることなく学習に取り

組んでいる様子が見られた。また、感情を表す言葉も広がりをみせ、様々

な表現で思いを言葉にすることができるようになった。 

・文章をよく読み、登場人物の行動や気持ちを深く考えることを繰り返し

たことで、読解力が伸びた。 

算数 

学数字の読み書きや数の概念の理解が早く、しっかり

と定着している。 

学繰り上がりのないたし算、ひき算は、定着している児

童が多い。 

・計算方法は定着しているが、時間がかかる児童

もいる。 

・文章問題や考えたことの説明に難しさを感じる

児童がおり、思考力が課題である。 

・プリントやカードによる繰り返し行う計算練習を取り入

れ、素早く正確に解くことができるよう指導する。 

・既習内容を用いて説明したり、立式したりできるよう、言

葉の意味をしっかりと説明し、理解につなげる。また、各単

元の学習内容に合わせて、１～３回程度ペアやグループで説

明し合う機会を設ける。 

・簡単な文章問題では、ひき算・たし算の

どちらの式になるかはわかってきている

が、文章の意図や順序をよく考えて立式し

なければならない問題ではつまずく児童が

多い。繰り返し問題に取り組ませ、図をか

くなどしてじっくり考えるようにさせる。 

・ドリルやプリントで繰り返し学習を継続したことで、正確さやスピード

など計算力が高まった。 

・文章問題では、文章の意図や順序を考えて立式することに苦戦している

児童には、個別に対応を行った。全体的にはしっかりと問題の意図を理解

して課題に向き合うようになり、正確に解く力が伸びた。 

２ 

国語 

学平仮名や片仮名の読み書きはほとんどの児童が習得で

きている。一方で、文章の中での句読点に苦手意識をもつ

児童もいる。 

学文章を書くことに意欲的な児童が多い。より書く能力を高

めていくため、語彙力を増やしたり、接続詞や指示語に着

目したりする意識を高める必要がある。 

・句読点に気を付け、文章を書くことが課題である。 

・語彙力を高めることが課題である。語彙の量を増や

すことで、文章に深まりをもたせる。また順序立てた文

章を書くことが課題である。 

 

・日直のスピーチ原稿は月に１回程度、学習のワークシートにほぼ

毎日、文章を書く経験を行う。その中で、句読点を意識して書くこ

とを継続して取り組む。 

・読書活動を推進し、相互交流等を生かして語彙を増やしていく。

また、授業の中で１つの単語の理解を深め課題を改善していく。 

・文章力と語彙力を高めるために、週に１

回以上のペースで日記に取り組んでいる。

今後も継続していく。 

調「基礎」は、区平均値よりも0.5ポイント上回った。「漢字の読み書き」

は正答率が９割４分に達した。漢字テストに繰り返し取り組んできたこと

が効果的であったと考える。一方で、「書くこと」に関して正答率が目標値

を大幅に下回っている。毎週の日記や物語作りに取り組み、語彙力は高ま

ってきてはいるものの、成果としてはまだ表れてこなかった。今後も文章

を書く力を意識して指導していく必要がある。  

算数 

学計算の正確さ等二極化が見られる。繰り上がりのある足し

算や繰り下がりのある引き算に苦手意識をもつ児童もいる。 

学文章問題を苦手とする児童がいる。文章から問題を読み

解いて、考える力に課題がある児童もいる。 

・計算に時間がかかる児童がいる。頭の中で１０の分

割を繰り返し行う等、１０の組成を意識し計算速度を

上げることが必要である。 

・足し算なのか引き算なのか、自ら演算決定できるよ

う、文章問題を読み解く力を付ける。 

・１０の組成を意識し、繰り上がり繰り下がりの苦手意識をなくして

いく。また、１００マス計算などを取り入れて計算の速度を上げる。 

・文章を読み込むことから始める。全体でカギとなる言葉に着目し

たり、線を引いたりして文章問題の理解を深める。 

・自力解決の時間ではどのように立式するのかを考えたり、友達の

意見を聞いて考え方を広めたりして、様々な考え方に触れさせる。 

・九九の暗記を毎日継続して取り組んでい

る。宿題や朝の会、ことあるごとに意識し

て暗唱している。また、ゲーム感覚で九九

に親しみ、意欲を喚起させるために、算数

の時間とは別に時間を設けて取り組む。 

調「基礎」「活用」共に、目標値を下回った。特に「かけ算」の問題では区平均

値よりも 6.3 ポイント下回った。区学力調査以降に九九合格者も増えており、

改善がみられている。今後もいつでも九九が暗唱できるように意識して取り

組んでいくことが必要である。 

・１０の組成が苦手な場面はほとんど見られなくなった。 

・課題解決学習を通して、児童自らが活用問題を作成したり、お互いに解き合

ったりしてきたので、文章問題への苦手意識は少なくなっている。 

３ 国語 

調すべての領域において、目標値を上回っている。特

に、「話すこと・聞くこと」の領域は、7.4 ポイント上回

った。日頃から発表機会をたくさん設けていたことが

要因だと思われる。 

・「活用」の正答率が目標値を下回っている。中で

も、意見を受けて、説明の文章を改善するという

項目において課題が見られた。 

・児童が頭の中で順序立てて思考できるような分かりやすい

発問を意識する。 

・問題を解く際は、一つひとつ問われていることを確かめな

がら授業を進めていく。 

・日頃から話題の中心が何かを考えながら、文章を読んだり

話を聞いたりさせる。 

・自分の考えを書き表す際には、問い返し

や友達の考えに触れる機会を設定し、多角

的な視点をもたせてから推敲する時間を繰

り返し取り入れる。 

調同一集団における成長の伸びは昨年度に比べ0.3ポイント低くなった。

特に、活用の項目は、区の平均と比べても9.3ポイント低い。基礎力は区

の平均をわずかではあるが上回っている。特に低かった領域は、「情報の扱

いに関する事項」と「読むこと」である。以上の点から、適切に文章を読

み取ることができていないと考えられる。また、極端に低位の児童は見ら

れないが、集団全体として低い傾向にある。よって引き続き、文意を確か

めながらていねいに読み取っていくことを意識させたい。 

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】                                新宿区立落合第六小学校 
（様式 1） 



算数 

調「数と計算」領域の繰り上がりのたし算、「量と測定」

のものさしの目盛りの読み取り、単位の理解が目標値

を下回っている。特に、単位の理解においては、20 ポ

イント低い。 

・全体的な正答率は、区平均と同等である。計算

の仕方は、理解しているものの、計算ミスが目立

つ。単位の理解においては、復習が必要である。 

・計算問題を繰り返し取り組み、計算力を高める。また、授

業の初めには、四則計算のタイムトライアルなどを行うこと

で、さらなるで計算力の向上を目指す。 

・単位の理解においては、実際に測るなどの体験学習を増や

し、実感を伴う理解へ結びつける。 

・四則計算の苦手な児童に希望を取り、放

課後パワーアップ教室を開催して基礎計算

力を高める。 

・単元の終盤などにベーシックドリルや復

習プリントを活用し、課題の把握や既習内

容の習熟を図る。 

調同一集団における成長をの伸びは昨年度に比べ 0.5 ポイント高くなっ

た。ポイントが上がった要因としては、３年次からの少人数による個に応

じた指導やや基礎力を高めるための反復練習の継続であると考えらえる。

一方で、正答率が極端に低い児童が見られる。今後は、下位の児童への学

力定着をより重点的に行おことも必要である。 

・課題であった計算ミスについては適宜意識して指導することで、減って

きている。 

４ 

国語 

調令和元年度の新宿区学力調査の結果から、「活用」の

正答率が目標値に達していなかった。中でも大きくポ

イントを落としていたのが、「表現力」である。 

・場面の様子を捉えて読むことや、書くことの中

心を明確にした作文、さらに話題にそって意見と

理由を考えて話すこと等、「読む・書く・話す」力

の向上を目指す。 

・授業では、根拠を明らかにして「読む」「書く」「話す」こ

とを習慣付けていく。授業中の問い返しや、友達からの質問

の場を設定したり、作文などを読み合ったりすることで他者

意識をもって学びながら、自分の考えと比較したり関連付け

たりする学習を繰り返す。 

・週３回のコース別指導に加え、学級内で

「作文道場」と題した時間を設け、文章表

現力を上げるための指導をしている。豊か

な表現方法の文例などを挙げ、それを活用

しながら文章を書くようにしている。また、

文法の授業では、主語述語などつながりを

意識させながら指導している。 

調令和２年度の新宿区学力調査の結果では、昨年度よりも低い成績だっ

た。特に低かったのは「文章を書く」内容だった。４年からコース別指導

を始めたが、成果として出ず、対策を講じる必要がある。文章の構成など

の「型」を示し、それに倣って作文する指導をしてきたが、それだけでな

く、主体的に書くことを大切にして「書くたのしみ」を感じられる指導も

取り入れ、「書くために読む」力も伸ばす授業展開を取り入れる。 

・コース別指導とはいっても、もともとの児童数が多いので少人数になる

場面が少なかった。今後はさらに人数を絞ったり、３コース展開にしたり

するなどの指導方法の改善が必要である。 

算数 

調令和元年度の新宿区学力調査の結果から、「数と計

算」「量と測定」の領域において大幅にポイントを落と

している。全体の目標値から見ても４ポイント近く低

い。 

・わり算の考え方についての理解を深めること。

計算の処理はもとより、図表等で表しながら、わ

り算のしくみについての定着を図る。 

・問題を解く道筋を表現し合う取り組みに力を入れる。答え

を出すまでの考え方を明確にし、友達の意見と自分との比較

をすることを通して、多様な考え方を学べるようにする。ま

た、基礎的な計算処理においても継続して取り組んでいく。 

・DNP の個別最適化シートを活用し、多様な

問題傾向に慣れるようにしている。すぐに

答えが出ない問題に取り組ませ、既習事項

を生かし視点を変えることで解決のヒント

を見出せる経験を重ねることで、思考力を

伸ばすことを目指す。また教え合いの時間

を設けて、説明力の向上も見込みたい。 

調令和２年度の新宿区学力調査の結果では、昨年度に比べて伸びが見られ

た。特に「変化と関係」の領域での成果が大きかった。授業では「間違い

直し」に時間をかけたり、教え合いをしたりしながら、自分の理解度を実

感できるようにしてきた。既習事項を忘れてしまわないように、継続して

宿題にしたことも効果的だったと考えられる。一方「主体的に取り組む態

度」については目標値に達していなかった。「わかる・できる」という実感

が、学ぶ意欲につながるような授業改善が必要だと考える。 

・課題である割り算の考え方の定着度は少しずつではあるが、上がってき

ている。今後も引き続き、既習事項を確認をしながら学習を進める。 

５ 

国語 

調全体的に、教科の正答率は、目標値を超えている。しか

し、言葉の学習の連体修飾語についての理解や、説明文

の内容の読み取りにおいて、正答率が 7割ほどなので、8割

を目指す。 

 

・文章の中からキーワードを探したり、答えの部分を見

つけたりする方法が理解できていない。 

・主語、述語、修飾語などの使い方を知り、文を構成

する力をつける必要がある。 

・筆者の考えを読み取るために断定などの語尾を探し、重要な語

句にラインを引いたり、文章構成を考えさせ、筆者の主張が書か

れている場所を四角で囲んだりするなど、言葉の使われ方に意識

を向けた読みを習慣付けていく。 

・主語、述語、接続詞や助詞など読み取るために必要な語彙力や

使い方を知り、繰り返し宿題で定着を図る。 

・国語科で身に付けた能力を使って、他教

科でパワーポイントの作成を行ったり、分

かりやすく伝えるために言葉を選んで発表

したりする機会を設け、思考力や表現力を

伸ばすことを目指す。併せて、友達の発表

を聞き、ノートにまとめる活動を取り入れ、

重要なことを聞き取る力、内容を理解する

力を高められるように取り組んでいる。 

調「基礎」は、ほとんどの項目で目標値を超えており、「漢字の読み書き」

は目標の8割に達した。辞書の活用や、漢字テストに繰り返し取り組んで

きたことが効果的であったと考える。「読み取る力」も前回よりも点数が上

がっている児童が多く、主語、述語、接続詞などに着目して読むことを徹

底して指導してきた成果が表れている。一方で、「書くこと」に関してのみ、

正答率が目標値を下回っている。点数を確認すると時間の配分が上手くで

きず、問題に取り組めていないことが考えられる。今後は、時間配分も意

識して取り組ませる。 

算数 

調全体的に、教科の正答率は、目標値を超えている。しか

し、わり算の計算や、図形の問題において、誤答が目立つ。 

学文章問題への苦手意識がやや見られる。 

・児童は学習しているときは問題を解くことができる

が、授業が終わるとやり方を忘れてしまう傾向がある。

そこで、学習内容の定着をより確実にしていく必要が

ある。 

・文章問題が苦手な児童が多いので、問いの部分にラインを引か

せ、聞かれていることを明確にし視覚的に捉えらやすいようにす

る。 

・個別最適化学習のプリントのテストや復習プリントを活用して知

識の定着を図る。 

・DNP の個別最適化シートや、東京ベーシッ

クドリルや e-ラインズ，pal-step 等を個人

の状況に合わせて活用し、自分のペースで

学習を進めることで意欲を高め、実践力に

繋げる。 

調「基礎」「活用」共に、目標値を超え、特に、「分数の計算」の正答率は

8 割を超えていた。授業中に、繰り返して多くの練習問題に取り組んでき

たことで、正確な計算力が身に付いている。一方で、「図形」に関しての正

答率が目標を下回っている。既習事項を忘れてしまっている可能性が高い

ため、学習してから時間が経った内容も、復習の機会を設けて、知識とし

て定着できるよう、来年度以降も確実に引き継いで指導を続ける必要があ

る。 



６ 

国語 

調すべての領域において、目標値を上回っている。正答

率は、昨年度課題としていた「話す・聞く」で 10 ポイ

ント上昇。３分の２の児童が８０％以上。４０％を切る

児童が数名。 

・正答率４０％を切る児童数名への個別指導が課

題。また、各領域偏りなく、系統的・計画的に継

続指導ができるようカリキュラム調整をするこ

とも鍵。 

・コース（少人数）指導の講師との連絡調整に努め、領域の

バランス、計画的指導を図る。 

・児童個々のよさを見取り、細やかな言葉かけを心掛けると

ともに、漢字練習などへの取り組みへの励ましに努める。 

・卒業に向けての単元「今、私は、ぼくは」

から「話す・聞く」領域や『情報』関連ペー

ジのふり返りを行い、学力向上につながる

‘言葉の力’を高める。 

調区調査の正答率は「基礎」が昨年度同様、区平均をやや

下回ったが、「活用」は少し上回った。「漢字や文章を書く」

こと等「主体的に学習に取り組む」ところでの低下は残念

であるが、「情報の扱い方」に関して、少し高い結果とな

ったのは、年間かつ全教科等を通しての指導の成果と考

える。 

・正答率４０％を切る児童数名へは、カリキュラムを調整

しながら系統的・計画的に個別指導を継続してきたので、

その割合は減っている。今後も指導内容を明確にする等

指導改善を進める。 

算数 

調すべての領域において、目標値を上回っている。正答

率は、技能領域が昨年度より少し下がっていたが、他は

５ポイント上昇。３分の２の児童は７０％以上。ややば

らつきがある。 

・「活用」が 10 ポイント以上上昇しているが、思

考判断が 20 ポイント近くの上昇に対して、表現

は５ポイントの上昇。バランスのよい指導により

努めたい。 

・単元の縦横のつながりや「算数の目」を大事に指導に 

あたり、児童が概念的理解に至れるように努める。 

・より主体的に算数に楽しむ心情・態度を育むことができる

よう、学習している内容と日常生活との関わりを考える機会

を多く設ける。 

・東京ベーシックドリルや e-ラインズ，

pal-step 等を個人の状況に合わせて活用

していく。また、教科書の「算数卒業旅行」

から個々の興味関心に応じた探究的・発展

的学習を計画し、実施につなげる。 

調区調査の正答率では「基礎」が 10 ポイント上昇。「数

と計算」「図形」「変化と関係」の各領域とも区平均を上回

った。単元の縦横のつながりや、算数の見方・考え方を意

識した指導が成果につながっている。しかし、「活用」や

「主体的に学習に取り組む」観点で、前年度や今年度の区

平均を下回った。「自律して学ぶ児童」には到達していな

い児童が少なくないと反省する。 

音
楽 

・全学年、リズム奏や楽器の演奏についても、意欲的に取り組もうとす

る様子が見られる。曲想と旋律の特徴や曲の構造を結び付けて考

えることが身に付きつつある。 

・演奏することは好きだが、曲想に合った表現をするための技能はまだ

不十分である。互いの演奏を聴き合う力を付けることが課題と考える。 

・楽しく音楽とかかわる活動を通して、音楽づくりや楽

器の演奏の仕方等、音楽の基盤となる能力を経験的

に身に付けるようにする。 

・小グループでの活動や演奏発表の場を設定し、一

人一人が楽曲の曲想や構成について意見をもち、よ

り良い演奏を目指せるようにする。 

・各学年に応じた内容で、曲想と旋律の特徴とを結び付けながら

音楽を感じ取る学習を展開する。 

・演奏するために必要な技能を学年に応じて丁寧に指導する。 

・友達と音を合わせる楽しさを十分に味わわせ、音楽を通して友達

と関わることを大切にしながら、音楽について意見を交わし、自分

の演奏に生かせるようにする。 

・各学年で、音楽づくりに取り組んだ。主

に打楽器を使って、楽器の奏法やリズムの

作り方を工夫し、リズムアンサンブルを楽

しむことができた。友達の演奏にも興味を

もって聴き、演奏をさらによくするための

コメントを伝え合う活動にも取り組むこと

ができた。 

・音楽会という形では、発表することはできなかったが、感染予防対策の

ため各クラスで、器楽合奏に取り組み、ビデオでの視聴という形で保護者

にも発表することができた。鍵盤ハーモニカやリコーダーが使用できない

ため、楽器編成には無理を感じたが、学年や個々 に応じて楽譜の読み方に

慣れ、楽器の奏法を身に付け、友達と音を重ねてハーモニーを奏でる楽し

さを十分に味わうことができた。 

・小グループでの活動や演奏発表の場を設定してきたので、

一人一人が楽曲の曲想や構成について意見をもち、より良い

演奏を目指せる児童が増えてきた。 

図
工 

・全学年、造形活動を行うことが好きで、意欲的に取り組もうと

する様子が見られる。表現や鑑賞の活動に前向きに取り組み、よ

く考え素直に表現する力がついている子が多い。 

・表現することは好きだが、材料や場の違いを味わいながら表現

を深めていく、追求する活動には結び付きにくい。また、人工的

な材料だけでなく土や風など自然の材料にも触れ様々な経験を

することが今後の課題と考える。 

・材料や場、友達とかかわる中で、ものづくりの楽しさ

を味わう。また、表現することの良さや価値を見つけ認

め合えるような力を、活動を繰り返す中で身につけて

いく。 

・みんなでつくる難しさや協力する素晴らしさを味わう

中で、｢共生｣できるよう互いに認めあえる児童を育成

する。互いの良さや違いに気付けるようにする。 

・児童の実態に合わせ｢感じる－考える－かかわる－表す｣という

流れが何度もスパイラル状に続いていくような題材を検討しテー

マ、材料、場を厳選し授業を行う。 

・｢ねらい｣の明確化と言葉による「ふりかえり」を毎授業で取り組

む。考えたこと、試したこと、うまくいったことなどをはっきりして、習

得したことが積み重なっていけるよう意識し学力の向上を行う。 

・全学年、造形活動を楽しむ中で、各自で

考えながら表現することができている。 

・かかわりにくい状況が続く中で、個人で

のものづくりがメインになり、児童の交流

が物理的に行えないことが多かった。授業

の初めに写真にとった作品を全体で鑑賞す

るなどデジタル機器を活用し工夫すること

で、思考やアイデアだけでも交流できる場

を用意し考えを深められるようにする。 

・１月末に展覧会が行えたことで、「見る」ということを

通して、友達の考えや表現のよさを味わったり見つけた

りする時間をつくることができた。今後も作品を通して

様々な思いとかかわり、思考を深める時間を設ける。 

・振り返りを行うことはできているが、その中から課題を

見つけたり、次の目標を設定したりすることに関しては、

まだ定着していないところがある。次年度はねらいと振

り返りが常に更新していけるような声かけや指導を意識

していく。 

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。   


