
■ 学校の共通目標  

授業作り 
重 

点 

・単元や時間ごとに学習の「ねらい」を明確に提示すること、時間ごとに

計画的な「板書」に取り組むことを通して、基礎・基本の定着を図り、「生

きてはたらく言葉の力」を身に付ける。 
中
間
評
価 

 

最
終
評
価 

 

環境作り 
・語彙力を豊かにし、主体的な学習力を高めるために、一人一冊の辞書を

常に身近に置く。自学する力の伸長を目指して、朝の学習時間、家庭学習、

タブレット端末等の活用を共通実践していく。 

  

■ 学年の取組内容 

２ 

国語 

□学E A音読は、その場面に応じた読み方をするのが上手な児童多

い。一方で、未だ拾い読みをしている児童も 1 割程いる。文章

の読み取りについては、登場人物の気持ちになって読み取れる

ことが多くなってきた。文章表現では、「は」「へ」「を」や促音、

片仮名の表記が定着していない児童が 1割程度いる。「話す」は、

相手に伝わるように話せることには課題がある。「聞く」は、大

切なことを落とさずに聞けるように引き続き指導が必要であ

る。 

音読に関しては、音読集を活用し、繰り返し練習が必

要である。 

文章表現では、「は」「へ」「を」や促音の表記が定着

していないため、視写を取り入れ、機会あるごとに簡単

な文章を書き、正しい表記を定着させる。 

話し手をしっかり見ながら話を聞けるよう、姿勢の定

着を図る必要がある。 

日々、音読指導を行う。文と文との関係付けや、行間を意

識して読み取らせる。また、漢字の部分で音読がなめらかで

なくなることもあるので、デジタルドリルの漢字の読みの部

分を活用していく。機会あるごとに、簡単な文章を書き、正

しい表記を定着させる。目と耳をきちんと使った話の聞き方

を、ことあるごとに指導し、よい姿勢で聞けていた児童を大

いに認め、クラス全体に広げていく。 

 

 

算数 

A□学E A計算問題はおおむね理解ができている様子が見られる。文

章問題は、加減どちらを使うか、何を求めているか等を徐々に

理解できるようになってきた。ノートへの書き方が乱雑なため

に、ミスをしたり、途中で何をしているのかよく分からなくな

ってしまったりする場面が見られる。 

計算や文章題の読み取りに落ち着いてとりかかれる

ようにする必要がある。計算の単純ミスだけでなく、答

えに単位をつけていなかったり、問題を飛ばしてしまい

無回答になってしまったりすることがある。 

文章をよく読み、問われていることをしっかり理解できる

よう具体物等を使ってイメージできるようにする。毎週行わ

れている東京ベーシック・ドリル及びデジタルドリル、宿題、

授業の復習などで、苦手な分野に関しての反復練習を行う。

テストや課題が終わってから、もう一度全体を見渡し、空白

の部分がないか確かめる習慣をつける。 

 

 

３ 

国語 

「話す」ことは、全体での発表の機会を増やしたので、臆する

ことなく発表できる児童が増えてきた。また、話を聞くときに

どんなことについて話をしているのか考えながら聞くことを意

識させたい。 

調新宿区学力定着度調査では、「書くこと」や「読解」の領域では、目標値を下回って

いた。ただし、特に課題のあった「書くこと」については、複数

の児童が最後の設問である「書くこと」にたどり着いていない

児童が半数いた。習熟に差があり、書けない児童には個別に指導が必要である。

読み取りを苦手とする児童が多数みられるため、読書や国語科の読解にもっと力を入

れる必要がある。 

 

文章表現では、「は」「へ」「を」や促音の表記が定着し

ていないため、視写を取り入れ、機会あるごとに簡単な

文章を書き、正しい表記を定着させる、経験不足からか、

語彙力や表現力が乏しい児童が目立つため、書く活動に

限らず、語彙を増やしていく必要がある。書きたいこと

を整理しながら、事柄の順序を考え書くことが難しい児

童が多いため、指導が必要である。 

 

日々、音読指導を行う。文と文との関係付けや、行間を意識

して読み取らせる。簡単な文章を書き、正しい表記を定着さ

せるために視写に取り組む。家庭学習やデジタルドリルを活

用し、個に応じた学習を進めていく。 

 

 

 

算数 

たし算、引き算、かけ算は繰り返しの学習の成果もあり、力が

付いてきている。 

調新宿区学力定着度調査では、「時こくと時間」と「測定」と「長

さとかさ」の領域において、目標値を下回っていた。また、「時

こくと時間」の内容については大きな課題があった。 

繰り返しの学習や教え合いなどで九九の定着率や学力が向上し

た部分も大きいが、単位の変換や時間の問題に課題が残る。問

題文から図に表し、立式することに課題が見られた。 

文章題になると躓きやすくなるので、具体物を活用した

り、繰り返し類題を解かせたりして理解を深めた。文章

問題は、加減どちらを使うか、何を求めているか等を理

解できるようになってきたが、児童によっては文章の読

み取りが十分ではない児童もいるため、文章を正しく読

み取ることに課題がある。 

また、答えに単位をつけていなかったり、問題を飛ばし

てしまい無回答になってしまったりすることがある。 

・少人数指導の時間を用いて、個別に支援できる時間を増や

す。 

・文章をよく読み、問われていることをしっかり理解できる

よう具体物等を使ってイメージできるようにする。 

・毎週行われている東京ベーシック・ドリル及びデジタルド

リルや宿題、授業の復習などで、苦手な分野に関しての反復

練習を行い、自分の苦手な分野をつかませる。 
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４ 

国語 

調新宿区学力定着度調査では、「話すこと・聞くこと」と「書く

こと」の領域で目標値を下回っていた。ただし、特に課題のあ

った「書くこと」については、複数の児童が最後の設問まで解

答できていない。 

学各領域・内容で、基礎的な学力を向上させるための日常的な

取り組みを継続してきた結果、基礎的な学力を向上させること

ができた。定期的に確認問題に取り組んだり、自身の課題を客

観的に振り返る機会を設けたりすることで、さらなる定着を図

っていくことが望まれる。 

学読みに比べると文法や漢字などの知識に関する分野

に課題がある。３年生の漢字も、きちんと覚えている児

童は数名しかおらず、定着には至り切っていない児童が

多いため、デジタルドリルやプリント学習などを通して

何度も確認し、定着を図る。「話すこと・聞くこと」「書

くこと」については、自分が聞いたことや話したいこと、

書きたいことについてメモを活用したり、辞書を用いて

知識の補充を図ったりできるよう指導する。 

・読解において、わからない言葉や表現などを丁寧に確認す

る。文章の流れをつかませるようにし、図に書いたり表にし

たりして可視化することで理解を助ける。 

・定期的に確認問題に取り組み、自己の課題を明確にする。

そして、自分に合った問題に取り組めるよう、家庭学習やプ

リントなどの設定をする。 

 

 

算数 

調新宿区学力定着度調査では、「図形」と「測定」の領域におい

て、目標値を若干下回っていた。また、「時こくと時間」の内容

については大きな課題があった。 

学習熟度別の少人数指導において個別指導を充実させた結果、

学力を全体的に底上げすることができた。基礎的な内容が十分

に身に付いていない児童については、つまずきの箇所を把握し、

系統的で計画的な指導をしていく必要がある。 

学学力の定着度、理解度の個人差が大きく、二極化さ

れている。四則演算の定着が不十分なため計算問題を自

分で解き進めることが難しい児童がいる。また、言語的

に書かれていることが理解できていない児童がいるた

め、個別に支援が必要になる場面が多い。 

・少人数指導の時間を用いて、個別に支援できる時間を増や

す。一つ一つの事柄について丁寧に指導し、確認問題にも多

く取り組むことで、四則演算の仕方について定着を図る。 

・朝学習や家庭学習において、毎日算数に関する課題を設定

し、学力の定着と向上を図る。 

・デジタルドリルを活用し、自分の苦手な分野をつかませる。 

 

 

５ 

国語 

調新宿区学力定着度調査では、「言葉の特徴や使い方に関する事

項」と「書くこと」の領域で目標値を大きく下回っていた。

特に課題のあった「書くこと」については、複数の児童が最

後の設問である「書くこと」にまで、解答できていない。そ

のため、問題を解く順番やわからない問題への対処の仕方な

ど慣れさせる必要がある。 

学漢字について計画的に練習できるよう課題に取り組んできた

が、数字としては効果が表れていない。上位層と下位層の学

力の差が広がっているので、下位層を底上げすることが望ま

しい。より基礎的な学習に丁寧に取り組ませる必要がある。 

学文章読解では、言葉のまとまりを意識しながら読み

取ることができていない。また、同音異義語の区別が

内容読み取りに困難を示す児童が多い。漢字は、字形

が整わず、一画一画を乱雑に書く児童が複数名おり、

日々の指導で丁寧に見ていく必要がある。 

・一つ一つの言葉を大切にする。また、いつでも辞書を引け

る環境を用意し、分からない言葉があったら、調べるよう

に促す。 

・スモールステップの指導を心掛け、理解が不十分な児童に

は個別対応をする。 

・言語事項に関する単元では、実際の活用場面のイメージ化

をさせることにより、実生活において活用できるようにさ

せる。 

・デジタルドリルを活用し、綿密な実態把握や個に応じた学 

習を進めていく。 

 

 

算数 

調新宿区学力定着度調査では、「図形」と「数と計算」の領域に

おいて、目標値を大きく下回っていた。一方で、「変化と関係」

「データの活用」については、目標値に近づいた。 

学単元テストではある程度点数がとれていたが、調査結果から

充分に覚えていない、定着していないことが分かる。既習事

項についても、定期的に覚えているかどうか確認する。 

学基礎学力の定着に課題がある。既習事項の基礎・基

本や四則演算に躓いている児童もいる。基本的な知

識、技能の定着における個人差が大きいため、少人数

での対応が必要である。 

・3展開の少人数指導を生かし、個別に指導する時間を設ける。 

・単元や授業の始めでは、前学年までの学習内容や前時の内

容を想起させ、学習の定着を図る。 

・朝のベーシックタイムを活用し、児童の学習状況の把握に

努め、躓きのあるポイントを個別に確認する。 

・デジタルドリルを活用しながら習熟を図る。 

 

 

６ 

国語 

調書く能力「漢字を書く」「文章を書く」が低い。「文章を書く」

が最後の設問ということで問題を解いてない児童が多いことも

要因だが、「読むこと」の正答率が 8ポイント下回っていること

ので、読む力を高めることも必要である。 

学「書くこと」については、日常の日記や作文の取り組みの効

果が見られ、力がついてきた。漢字や書く能力の二極化も進ん

でいることが、日常の漢字テストや作文・日記から読み取れる。

児童は家庭学習でも自主的に取り組んでいる傾向がある。苦手

としている児童が自主的に取り組めるような支援が必要であ

る。 

学「書くこと」を苦手としている児童が多い。型を示

したり、記述の機会を増やしたりするなどして、丁寧に

指導していく必要がある。 

学漢字の書き取りは、苦手意識が強く、覚えることを

諦めている児童が数名いる。昨年度までの既習事項と合

わせて、丁寧な漢字指導を継続していく必要がある。 

・作文や感想文を書く前には、書き方の構成を考える時間を 

設定する。自分の一番伝えたいことや段落ごとにどのよう 

な内容を書けばよいかなど、書き方の定着を図る。 

・デジタルドリルを活用し、綿密な実態把握や個に応じた学

習を進めていく。 

・国語辞典と漢字辞典を机の横の手提げに入れ、分からない

漢字や言葉があったら、自主的に調べられるようにする。 

 

 

算数 

調正答率は、目標値に対して 13.6ポイント下回っていて、どの

領域も観点も大きな課題がある。 

学朝学習や少人数指導で個別に指導する時間を設けたことや既

習事項の復習を含めた授業を展開したことで、理解が深まった。

理解に時間がかかる児童に対しては、毎時間の授業内容を工夫

し、既習学習から新たに学習する内容を関連させながら、指導

内容を精選し、個に応じた指導が必要である。 

学既習事項については、習熟度の二極化がある。既習

事項の理解が身に付いていない児童については、個別指

導が必要である。 

学算数を苦手と感じている児童がいるので、スモール

ステップで理解を深めていく必要がある。 

・３展開の少人数指導を生かし、個別に指導する時間を設け

る。理解に時間がかかる児童に対して、丁寧な指導を心掛け

る。 

・朝のベーシックタイムを活用し、既習事項の習熟を図る。

デジタルドリルを活用しながら習熟を図る。 

 

 

 



音
楽 

学音楽を好んで楽しく活動する児童が多い。昨年度はコロナ禍のため、歌

唱や吹奏楽器を使った学習活動が少なくなっている。器楽アンサンブルや

リズムアンサンブルを多く取り扱うことで友だちと合わせて演奏したり、

発展的な内容を含めた鑑賞活動を多く取り入れたりした。座学も復習を兼

ねて学年の内容の他にも体系的に行った。 

学表現活動と結びつく「思いや願い」を、感覚的に持

っているが、発表やワークシートなどにおいて、音楽の

言葉を使って言語化することが難しい児童が多い。 

・感じた事や学習したことを、後からも振り返れる様に記録

やメモをしっかりと取らせる。 

・唱えるように繰り返し口にすることで言葉が定着しやすい

ので、日々の活動の中に多く取り入れる。 

 

 

図
工 

学どの学年の子も意欲的に取り組んでいるが、作品に個性的な表現や自分

なりの工夫が十分に身に付いていない児童もいる。 

学作品の構想を練る時に、発想が単純過ぎたり、イメ

ージを広げたりする力に課題がある。 

導入で、画集や参考作品を見せたり、制作の途中の言葉掛け

を工夫したりしてイメージを喚起させる。用具や道具の共有

や、共同制作ができないため、教師が一人ひとりの作りたい

ものを作れるように、積極的に支援したり、代替え的な表現

を提案したりしていく。 

 

 

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、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。   
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