
■ 学校の共通目標  

授業作り 

重 

点 

児童の表現力を高め、児童相互の学び合いを中心とした主体的・対話的で

深い学びをつくる指導方法の在り方を探る。 

中
間
評
価 

言語活動を充実させ、児童同士が互いの意見や考え

を伝え合うことで、児童が自分の考えを工夫して表

現する機会が増えてきた。今後は、児童相互の考え

を深め合うことができるように指導方法を探ってい

く。 
最
終
評
価 

 

環境作り 

UDに配慮し、全ての児童が主体的・対話的で深い学びを行うことができる学習基盤をつ

くる。学習・生活ルールを統一し、全ての児童が安心して学習に臨めるようにする。 

UDと感染症対策に配慮しながら、新しい学習環境を

構築し直している。前期は状況に合わせて可能なル

ールを常に考え対応することができた。今後はコロ

ナ対策や通常通りの折衷案を臨機応変に対応できる

ようにしていく。 

 

■ 学年の取組内容 

２ 国語 

学 MIM-PMの結果から、すらすら音読できるようになってきたこ

とが分かる。登場人物の気持ちを読み取って表現することも

できている。 

学自分が書きたいことを見つけて書くことができている。 

学漢字学習には意欲的で、「とめ」「はね」「はらい」に気を付け

ながら書くことができる。偏や旁を関連付けて覚えることで、

定着してきている。 

学大勢の前で話すことに抵抗がなくなり、大きな声で話せてい

る 

・文章を流暢に読めない児童の読解力を向上させるこ

と。 

・文章の中で誤字脱字に気付いて直すことや、習った漢

字を使うこと。 

・特殊音節に気を付けて書くこと。 

・大事な点を落とさずに話すこと。 

・長時間集中して聞くこと。 

・漢字学習の際、気を付けるところを明確に示す。また、覚え

やすくするために漢字の由来などを話す。 

・正確で素早い語の読み能力を把握するアセスメント（MIM-

PM）の結果を参考にしながら、特殊音節の学習の定着度を

見極め、必要に応じて個別に指導する。 

・授業や帰りの会などで、スピーチの時間を設け、友達が話し

ていることに興味をもって聞き、質問する場を設定する。 

・漢字に興味をもち、筆順や送り仮名に気を付けて練習して

いる。定期的に漢字テストを行うことで、成果を励みに熱

心に練習している。 

・引き続き、漢字の書き取り・読み取り練習を繰り返し行

い、九九豪華 k松濤の成果をもって、３年生に向けて自信

をつけるようにする。 

・文章を読み、自分の考えをもてるように指導を工夫する。

文章中の大事な言葉に着目し、読み取りを深めるようにす

る。 

・一定時間、集中して話を聞くことができるようになってき

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 

学平仮名は、ほとんどの児童が読むことができるように

なったが、音読に差がある。 

・文章を書くことに慣れ、書くスピードも速くなってき

た。 

・漢字の学習が始まり、楽しんで学習しているが、習得

状況に差がある。 

・文の中での漢字の使い方が間違っていることや、漢字

を使わないで平仮名で書いてしまうことが見られる。

また習った漢字であっても、文字の形が整っていない

児童がいる。  

・すらすらと音読をすることが困難な児童の音

読する力を高めること。 

・文章の中で、「は」「を」「へ」や、拗音、長音を

正しく使うこと。 

・漢字を文章の中で正しく使うこと。 

・授業で音読する時間を十分に行う。また、音読カー

ドを工夫し、家庭学習で楽しく行うことができるよ

うにする。また、各教科で声に出して読む活動を取

り入れる。 

・週１回の日記や各教科の振り返り学習など、文章を

書く活動を多く行うようにする。また、学校行事等

の体験を文章に表し、それを互いに読み合うことを

通して、適切な文章の表し方を身に付けられるよう

にする。正確で素早い語の読み能力を把握するアセ

スメント（MIM-PM） を毎月実施し、児童の習得状況

を把握し、必要に応じて個別に指導をする。 

・授業で視写をする時間を十分に行う。家庭での漢字

学習で文章を使って書く練習を必ず取り入れる。ま

た、書写の時間を通して、「とめ」「おれ」「はね」「は

らい」に気を付けて書けるように指導する。 

    

算数 

 学１０より小さい数の加法や減法、繰り上がりのある

加法については、ほとんどの児童が理解できている。 

・既習の学習内容を生かして、計算の方法を考えたり、

説明したりすることができるようになってきた児童

がいるが、十分定着していない児童もいる。 

・単純な計算はできるが、問題文を読み取り、式にする

力に差がある。 

・計算速度の向上。 

・計算の方法などを、操作や言葉などを用いて説

明できるようになること。 

・文章を読み取り、聞かれていることを式に表す

力をつけること。 

・家庭学習も含めて、タブレット端末を使用してのド

リル練習を進める。 

・考え方の説明の話型を具体的に示す。また、ペア学

習などで自分の考え方を、伝える経験を積ませる。

半具体物やＩＣＴ機器等を利用し、児童が自分の考

えを発表する機会を設ける。 

・アンダーラインを引かせるなどして、文章が何を聞

いているのかを明確にする。 

・具体物の操作など体験活動を十分に行う。 

 

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】                                           新宿区立戸塚第一小学校 （様式 1） 



算数 

学計算問題がよくできている。 

学表とグラフなど、見て比べる学習が得意である。 

学文章題を理解して、図に表すことができる。 

学「水のかさ」や「長さ比べ」、「箱の形」では、体験活動をよ

り多く取り入れ、数量の感覚を身に付けている。 

学算数ブロックを使うことで、問題の意味をより具体的に考え

ることができる。 

学問題の中の大事な言葉を見付け確認することで、たし算・ひ

き算の式を正しく立てられている。 

・文章問題で聞かれていることを明確にして立式する

こと。イラストや想像に惑わされずに問題を解くこと。 

・タブレット端末のデジタルドリルや記述式ドリルなどを活

用しながら、既習単元についての理解を確実にする。理解が

不十分な内容については、復習の時間を設ける。 

・長さでは、生活科の観察場面など、算数科以外の時間にも測

量する体験を積ませる。 

・引き続き、文章問題の中で大切な言葉に線を引かせるなど

して注目させ確認する。また、単元別の文章問題ではなく、

既習学習が混ざった問題に取り組ませることで、問われて

いることは何かを読んで判断できるようにする。 

・どうして、そういう式になったのかを説明し合う機会を多

く設ける。 

・今後の学力の基礎となるたし算やひき算、かけ算を確実に

理解できるように反復練習を行う。 

・九九は、何度も繰り返し唱え、全員が暗唱できるようにす

る。学校だけでなく、保護者にも協力いただき、みんなで

励まし合って暗唱練習に取り組めるように意欲を高め、生

活に生かすことができるようにする。 

・問題の文章を読み取り、場面を理解して立式できるよう

に、考え方を養う。場面を図に表したり、考え方を言葉で

説明したりすることを通して、道筋を立てて考えることが

できるようにする。 

 

 

３ 

国語 

調知識・技能、思考・判断・表現ともに全国平均、区内平均を

上回った。 

調文章の内容・構成をとらえて読む力が付いている児童が多い。 

学経験したことや想像したことをもとに自分の考えを書くこと

に課題が見られる。 

学自分の思いや考えを表現する、友達と伝え合うことに苦手意

識が強い児童が多い。 

・「読むこと」において、構成と内容の把握、精査・解

釈の力は付いてきているので、考えの形成の力を伸ば

す指導に重点を置く。 

・自分の経験や思い、考えを書く経験を積ませる必要が

ある。 

・対話の基礎を育てるため、人前でしっかり声を出すこ

と、相手の言っていることを聞き取ることを指導する

必要がある。 

・「読むこと」の学習では、自分の知識や経験と結び付けて、

自分の考えを書く活動を毎回設定する。 

・文章を書くことに慣れるため、毎日、短い日記を書く時間を

設定する。 

・短い時間を使って、フリートークのような友達の話を聞い

て質問したり、感想を伝えたりする活動を多く設定する。 

・朝の会などを使って、短いスピーチをする経験を積ませる。 

・「読むこと」の学習では、「自分だったら」、「登場人物だっ

たら」「作者の思い」など、観点を示すようにしている。

引き続き、自分の知識や経験と結び付けていけるようにす

る。、 

・学習の振り返りを書くことで、短い文章に慣れさせてい

る。 

・友達の話を聞いて質問したり感想を伝えたりすることがで

きるようになってきた。 

・１学期は、学習や朝の会で、２学期は朝の会にテーマを設

定してスピーチを行い、筋道を立てて話すことに慣れてき

た。今後も継続して指導を行っていく。 

 

算数 

調知識・技能、思考・判断・表現ともに全国平均、区内平均を

上回った。 

調文章問題で加法と減法を適用して解くことに、課題が見られ

る。繰り上がりや繰り下がりを苦手とする児童がいる。 

調「長さ」の単元で、長さの差を求めることが定着していない

児童がいる。長さの減法の計算の仕方、特に、単位をそろえて

計算することなどの確認が必要である。 

学答えは分かっても、求め方を説明することに苦手意識がある

児童が多い。 

・文章問題において、場面を想像し、分かっていること、

聞かれていることを確認することを指導する必要が

ある。 

・「長さ」、「重さ」、「時刻と時間」の加減計算は、定着

に時間がかかるため、単元指導以外でも、練習問題に

取り組む必要がある。 

・問題に取り組む際、求め方を説明する力を伸ばす必要

がある。 

・問題の文にアンダーラインを引かせるなど、分かっている

こと、聞かれていることを毎回確認する。 

・定着が難しい単元は、授業中や家庭学習において、タブレッ

ト端末の東京ベーシック・ドリルを繰り返し取り組ませ、定

着を図る。 

・算数で使う用語を使って、問題の求め方を説明できるよう

に繰り返し指導する。 

・分かっていること、聞かれていることに対して、問題文に

アンダーラインを引くことに児童が慣れてきた。今後も継

続して指導を行う。 

・タブレット端末の東京ベーシック・ドリルを授業や家庭学

習で取り組ませていることで、８割の児童は基礎的な内容

を定着することができた。わり算やかけ算を確実に理解で

きるように今後も東京ベーシック・ドリルを活用してい

く。 

・算数で使う用語の定着を図るため、毎日繰り返し確認した

り、言葉で説明したりする機会を作ってきた。今後も引き

続き指導を行い、理解を深めていく。 

 

４ 国語 

調「話す・聞く」の問題や漢字の問題などは正答率が高かった。 

調情報を理解し、内容の中心を明確に書いたり、自分の考えを

書いたりする「書く」問題に関しては、正答率が低かった。 

学筆者の考えに対して、自分の考えをもち、発言することを苦

手とする児童が多い。 

・メモを取りながら情報を整理・分類する場面を意図的

に設定する必要がある。 

・自分の考えを文にまとめる学習を継続的に取り組む

必要がある。 

・相手に伝わるように話したり、相手の話をよく聞いた

りして話し合う力を高める必要がある。 

・メモを取りながら、短い短文を読んだり聞いたりして、大事

な要点を把握することができるようにしていく。 

・短作文に出来事や考えを書き表す学習や、タブレット端末

の問題を解き進める学習に計画的に取り組み、学習内容の

定着を図る。 

・話型に沿って自分の考えを伝えることができるように指導

する。 

・メモを取り、キーワードを確認したことで、話の要点の見

付け方をつかんだ児童が多くなってきた。 

・タブレット端末を利用して、東京ベーシック・ドリルに取

り組んでいる。 

・話型やモデル文を提示したことで、自分の考えをまとめる

ことができるようになってきた。今後は、自分の考えに対

する理由や根拠も具体的に表現することができるように指

導する。 

・東京都の調査によると、「他の人と意見がちがったとき

は、質問をして相手の考えを確かめている」「自分が考え

たことを、積極的に他の人や先生に伝えようとしている」

「文章を読んで理解したことや考えたことなどを他の人に

説明している」の項目で肯定回答をした割合が低く、話し

合い活動や意見交流をする場を設定して、向上を図りた

い。 

 



算数 

調計算を解いたり、決まった答えを書いたりするなどの基本的

な問題の正答率が高い。 

調「時刻と時間」「わり算」で、「ある時刻から一定時間前の時

刻を求めることができる」「全体の時間と一人あたりの時間か

ら、体験者が何人になるかを説明している」「余りのある除法

の答えの確かめ方を説明している」という問題では課題が多

かった。 

学解き方を文章で説明するというような問題に苦手意識をもつ

児童が多い。 

・余りのあるわり算や時刻と時間の計算で、課題があ

り、九九や繰り上がり・繰り下がりの問題に丁寧に取

り組む必要がある。 

・問題の意味を理解することができるように、「分かっ

ている情報・聞かれていること・答えること」を明確

にしていく必要がある。 

・タブレット端末の問題に計画的に取り組み、児童が自分の

学習の状況や到達度を確認したり、理解を深めたりするこ

とができるようにする。 

・問題文にある「分かっている情報・聞かれていること・答え

ること」に、色別に線を引き、児童が視覚的に問題の意味を

理解することができるようにしていく。 

・毎日の家庭学習や授業の中で、タブレット端末を利用し

て、東京ベーシック・ドリルに取り組んでいる。児童が自

分の学習の状況に合わせて、問題を解き進めている。 

・九九やわり算の基礎的な問題を定期的に取り組んでいる。

わり算の筆算の学習では、商の見当をつけたり、適切な仮

商を立てたりすることができるようになってきた。 

・東京都の調査によると、「テストやドリルでまちがえたと

きは、同様な問題を選んで、特に練習している」「問題文

の内容を図や表、グラフに表して考えている」で肯定回答

をした割合が低く、それぞれの児童が苦手分野に取り組め

るように指導したり、課題把握をする際に見通しをもって

筋道を立てて考えたりする時間を十分に設定する必要があ

る。 

 

５ 

国語 

調新宿区学力定着度調査の結果は、概ね全国正答率を上回って

いる。しかし、「書く」領域の問題については課題がある。ま

た、自分の考えをまとめて書くような問題になると正答率が

下がっている。 

学作文の学習では楽しんで取り組んでいる様子もあるが、口語

表現が多く見られる。また主語と述語との関係、修飾と被修

飾の関係、接続詞の役割など、基本的な文法の習得が十分で

ない児童も見られる。 

・文章構成を捉えるための主語、述語、接続語などを、

よりよく使えるようにすること。 

 

・漢字を書く力や語彙力を、向上させること。 

・モデル文から基本的な書き方の構造を学ぶ。モデル文を使

って自分の考えを書くことを通して説明文や記録文など基

本的な文の構成を習得する。 

・タブレット端末を活用して漢字の宿題を配信し、児童の学

力の定着を把握する。定着の状況に応じて、習熟のためのプ

リントや小テストを実施し、児童が漢字に触れる機会を意

図的に設定する。 

・書くことを中心とする単元では、モデル文など基本的な書

き方の構造を学ぶことで、自分で文章にまとめることが困

難な児童も、徐々に考えを表現することができるようにな

ってきた。少しずつ基本的な書き方が定着してきている。 

・タブレット端末を活用して漢字の宿題学習に取り組み、児

童の学力の定着を図ってきた。プリントや小テストを実施

することで定着の状況を把握し、テストや練習など、さら

なる習熟のための取組を行っていく。 

 

算数 

調新宿区学力定着度調査の結果は、概ね全国正答率を上回って

いる。「ひし形の作図」では課題があった。学習内容を理解し

ているものの、作図に慣れておらず、作図できない児童が多

いようである。 

学新しい学習内容に取り組むときに、既習事項の習熟が不足し

ていたり、基本的な演算力に課題があったりすることで、解

法を見つけられなかったり、考え方や式が正しくても誤答に

なってしまう児童がいる。 

・どの指で物差しをおさえ、どこに力を入れて鉛筆で線

を引くのかなど、様々な作図の具体的な書き方を身に

付けること。 

・小数や大きい数のかけ算・わり算など基本的な計算能

力を向上させること。 

・前年度までの学習についての習熟を図る。 

・図形の単元では作図の時間を計画的に用意し、十分な活動

時間を取り技能の習熟を図る。 

・基本的な計算に習熟が必要な児童も見られるため、タブレ

ット端末を用いたデジタルドリルや「東京ベーシック・ドリ

ル」を用いた反復練習に取り組む。 

・図形の学習では、前年度までの振り返りや、作図の時間を

十分にとることで技能と理解の定着を図ることができた。 

・タブレット端末を活用した学習を計画的に行うことで、児

童の学習の達成率が向上してきている。また、今後は「東

京ベーシック・ドリル」やワークシートを定期的に活用

し、基本的な計算の習熟や作図の仕方、用具の使い方に慣

れるように取り組んでいく。 

 

６ 

国語 

調昨年度の新宿区学力定着度調査の結果では、国語ではどの項

目も概ね目標値を上回ることができたことから、基本的な漢

字の読み書きや、文章の構成や段落相互の関係を捉えながら

問題を解く力を付けることができたと言える。 

学昨年度は、文章構成や要約・要旨を考える活動を重視してき

たが、叙述を基に文章の内容を捉える力が十分とは言えない。 

 

・文章の記述に対する苦手意識を減少させること。 

・基本的な文型を身に付けること。 

・言葉や漢字の力を向上させること。 

・「文章の記述」では、文章を書くことへの苦手意識が高い

児童が多いので、普段から書く場面を意識的に設定し、苦

手な意識を改善する。 

・「漢字の書き取り」では、タブレット端末を使って漢字の

反復学習や言葉の習得に取り組む。 

・令和４年度全国学力・学習状況調査結果より、国語科の平

均正答率は全国・都よりも上回りを見せ、学力が定着して

いることが考えられる。 

・調査結果から、「資料を用いた目的を理解する」ことが他

の領域に比べると習熟度が低く、課題である。目的に応じ

て自分の考えを適切にまとめる学習を、国語科のみならず

他教科の様々な学習活動で取り入れるようにする。 

・「文章の記述」や「漢字の書き取り」に関しては、今まで

の取り組みの成果が出ている。何を書いてよいかわからな

いという児童が減り、漢字の書き取りテストでは、９割以

上の点数をとる児童が８割以上になっている。 

 

算数 

調新宿区学力定着度調査の結果では、算数では、すべての項目

で目標値を上回ったことから、基本的・基礎的な学力の定着

を図られている。 

学身近にある分数を日常的に児童に意識させて小数と大小比較

したり、文章問題の意味や基準量・比較量を的確に捉えられ

るように、具体例を挙げたり、分かりやすい数値に置き換え

たりする、計算・立式が苦手である。 

・前年度までの学習について、習熟を図る。 

 

・基本的な算数の知識・技能の習熟の定着。 

 

・立式・解法の仕方を自分の言葉で説明すること。 

・タブレット端末を用いて苦手な領域の復習に取り組む時間

を設ける。また、家庭学習でも取り組むように促す。 

・「東京ベーシック・ドリル」や「デジタルドリル」を活用し、

反復練習に取り組む。 

・自力解決の時間を十分に確保し、解法を交流する際は、ペア

や全体など様々な形の交流を取り入れ、解法の説明の仕方

を互いに学び合えるようにする。 

・令和４年度全国学力・学習状況調査の結果では、算数科平

均正答率は全国・都よりも上回った。「東京ベーシック・

ドリル」や「デジタルドリル」の反復練習の成果が出てい

ると 

 思われる。 

・調査結果からは、「速さ」「グラフ」の領域に課題が見られ

たため、習熟度別学習でコースに応じた学習展開を工夫す

るとともに、苦手な領域の復習に積極的に活用し、定着を

図る。 

・解法の説明の仕方を互いに伝え合う学習を進んで取り入れ 

 たことで、どのように解いていくのか論理的思考や説明を

する技能が向上している。 

 



音
楽 

学低学年（第２学年）では、互いの声や音をよく聴き、合わせようとす

る態度の土台ができてきている。友達と協働して学習する楽しさや達

成感も感じられるようになってきたところである。 

学中学年では、表現する楽しさや喜び、他者の表現のよさを感受する態

度が身に付いてきている。思いや意図を表現するための基礎的な技能

（特に器楽）には個人差がある。 

学高学年では、新しい知識や経験に対して主体的に学ぶ態度が身に付い

てきている。一人ひとりがもっている思いや意図を生き生き表現する

ための創意工夫や技能には課題がある。 

・自らの課題や思いをもち、その思いや意図を表現する

ための創意工夫や技能を向上させること。 

・器楽実技や読譜能力を高めること。 

・楽曲の特徴を捉えるだけに留まらず、そのよさを味わ

うこと。 

・音楽の言葉（要素や仕組み）を使って自分の考えや思

いを語れるようにすること。 

・第２学年に基本的な学習態度や話の聞き方には課題

がある。 

 

・どの友達とも交流したり対話したりして、協働して学ぶ関

わり合いを大切にしたペア学習・グループ学習を多く取り

入れる。（感染症対策に留意しながら） 

・児童自らが課題を見付け、試行錯誤し思いや意図を表現す

るための学習過程や教材の工夫をする。 

・器楽活動における個別指導の充実を図る。 

・表現と鑑賞を関連させた題材構成を行う。 

・音楽科においても他教科（特に道徳や、国語科の言語活動）

の関連を図り指導する。 

・音楽科における言語活動の充実を図る。 

・ペア学習やグループ学習では、互いの考えを尊重して表現

をよりよくしていこうとする姿が多く見られている。 

・様々な楽器を体験したり、音楽づくりの際にタブレットを

活用したりして、児童の試行錯誤の場面を多く設定してい

る。 

・毎時間学習の振り返りを行い、自ら課題を見付け、次の学

習につなげられるようにしている。 

・表現と鑑賞を関連させた題材構成や、他教科との関連も引

き続き行う。 

・音楽の要素や仕組みを表す言葉を活用し、言語活動の充実

を図る。 

 

図
工 

学低学年は、実際に見たり、材料に触ったりすることなど、体の感覚を働

かせた表現を得意とする。 

 

学中学年は、材料や道具などへの興味・関心が、表現活動への意欲とな

って発想を広げる傾向がある。 

 

学高学年は、今まで学んできたことを活用して自分なりの表現をする力

が育ち始めている。 

 

・個に応じた指導の工夫をし、課題をもつ児童には、休

み時間等を活用して個別指導ができる時間を設定す

ること。 

・自分以外の人の感じ方や表現の違いに気付けるよう

にするための話の聞き方についての学習ルールの定

着を図ること。 

・発想したことを表現につなげる見通しを人や物と関

わりながら、見つけ出せるような指導の工夫をするこ

と。 

・イメージを膨らませ、自分の表現を具現化する過程

で、考えを明らかにし計画的に進められるような授業

づくりを行うこと。 

・課題がある児童に対して昼休みを活用し、個別指導ができ

る時間を設ける。 

・図工室のルールを明確にするとともに、鑑賞の時間を使っ

て、児童が互いに話をしたり聞いたりする活動を充実する。 

・試しながら決めていく活動を繰り返す。その中で人と話し

たり、工夫を見付け出したりする機会を増やし、活動の見通

しがもてるようにしていく。 

・ワークシートを活用して自分の考えを明らかにし、必要な

ものや手順を考えられるようにしていく。 

・個に応じた指導の工夫をし、課題のある児童には休み時間

等を活用して、個別指導ができる時間を設けることができ

た。 

・友人の話を聞いて、自分以外の人の、感じ方や表現の違いに

気付けるよう、学習のルールを定着することができた。さら

にルールの定着を図る。 

・発想したことを表現につなげる見通しをもてるようにする

ため、人や物と関わりながら、見付け出せる指導の工夫をす

ることができた。より鑑賞の時間を多くとるようにする。 

・自分の表現を具現化する過程で、考えを明らかにし、計画

的に進められるように、学習過程を工夫することができ

た。 

 

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。   


