
■ 学校の共通目標 

授業作り 

重 

点 

１ 表現活動の機会を増やし、方法を工夫して、豊かな表現力を身に付けられるようにする。 

 話したり書いたりしたくなるような学習課題になるよう方法等を工夫する。 

 発表の場や方法を工夫し、聞き手や読み手からの評価が得られるようにして、表現の幅を広

げる。 

２ 漢字の定着率を高めるため「戸三小・漢字検定」を行い、自分で目標をもって漢字を読む、書く

力を高められるようにする。 

最
終
評
価 

 

環境作り 

１ 学習環境を整え、落ち着いて学習に取り組んだり、興味をもって学習したりできるようにする。 

 「戸三のよい子のきまり」と「戸三小スタンダード（学習編）」の意識化を図る。 

 「はい～です。」や敬語、話型など、言語環境を整備し、丁寧な言葉遣いを奨励する。 

 教室内に既習事項を掲示し、新しい学習に向かう時の参考にできるようにする。 

２ 習熟度別指導やティーム・ティーチングで、できる限り一人一人に対応した指導を行う。 

 

■ 学年の取組内容 

１ 

国語 

学自粛中の課題でひらがなの学習に取り組ませたが、ひらがな

の書き順に気を付けたり、字形を整えて書いたりすることの

意識はまだ十分とは言えない。 

・点画、線の長さ、交わり方などを意識して書くこと。 

 

 

 文字を丁寧に書く習慣を身に付けさせるため、ます黒板を

使って指導し、自粛中の課題について復習させながら丁寧

に書けるように指導する。 

 

 

算数 

学繰り上がりのないたし算や繰り下がりのないひき算の学習で

は、答えを求めるのに手を使ったり、ブロックを使ったりし

ている児童が半数程度いる。 

・手を使わずに、繰り上がりのないたし算、繰り下がり

のないひき算を確実にすること。 

➣計算カードや宿題などを通して、繰り返し計算に取り組ま

せ、定着を図る。 

 

 

２ 

国語 

学「～です。」「～ます。」のように、話すときの言葉遣いに気を

付けて自分の考えを伝えることができる。５Ｗ１Ｈを意識し

て話すことができる児童が増えてきたが、自信の無さから話

すことに苦手意識をもつ児童もいる。 

学授業で児童から挙がった「気持ちのよい話の聞き方」を意識

できるようになってきたが、話を聞いて質問したり、感想を

伝えたりすることには個人差がある。 

 

学文字のバランスや止め、はね、はらいを意識して書くことが

できる児童が７割程度いる。 

 

 

学文章を書くことには意欲的に取り組むが、同じことを繰り返

し書いたり、言葉が抜けたりすることがある。 

・話すことを整理して短い文章で伝えること。 

 自信をもって人前で話すこと。 

 

 

・話を聞いて思ったことを相手に伝えること。 

 

 

 

・点画、線の長さ、交わり方などを意識して、漢字を正

しく書くことや、習った漢字を日頃から活用するこ

と。 

 

・文章を読み返し、書き間違いを自分で修正すること。 

➣５Ｗ１Ｈカードを教室に掲示し、話す際に意識させる。朝の

スピーチやグループ学習など、相手を意識して話す時間を

意図的に設け、できた際に称賛することで児童の自信につ

なげる。 

➣朝のスピーチの際に「感想、質問タイム」を設け、言語活動

が活発に行えるようにする。話を掘り下げる質問や感想を

全体で取り上げ、価値付けることでほかの児童も参考にで

きるようにする。 

➣ますを４つに分けた十字線を活用する。バランスを意識し

て書くことを継続して指導する。朝学習や家庭学習で繰り

返し取り組ませる。新出漢字を使った文章を書かせ、読み方

や使い方を学級全体で共有する。 

➣句読点やかぎ括弧の使い方、誤字脱字など、ポイントを絞っ

て指導し、文章を読み返す習慣を付けさせる。書いた文章を

友達に読み聞かせ、分かりやすく書くことができていたか

振り返らせる。 

 

 

算数 

学繰り上がり、繰り下がりのあるたし算、ひき算の計算が確実

にできる児童が多いが、学習から時間が経つと自力での計算

に戸惑う児童もいる。 

 

 

学文章問題を苦手とする児童が半数ほどいる。 

 

 

学自分の考えを書くことや伝えることに意欲的に取り組む児童

が多く、自分の考えを図や絵、式、文を用いてノートに書くこ

とができる。 

・繰り上がり、繰り下がりのあるたし算、ひき算を確実

にすること。 

 

 

 

・文章を読んで問題場面を想起して正しく立式するこ

と。 

 

・考えを伝え合う際に自分や友達の考えとの相違点に

着目して聞くこと。 

➣朝学習や家庭学習の際に、ゲーム感覚で取り組める学習プ

リントを活用し、意欲的に継続して取り組めるようにする。

数の構成を理解させる「さくらんぼゲーム」やフラッシュカ

ードを活用し、楽しみながら学習内容を定着させるように

する。 

➣立式のポイントとなる言葉や文に線を引かせること、具体

物を操作させること、絵や数の線をかかせることなどを通

して問題場面を正しく捉えさせる。 

➣「同じところ」「違うところ」に注目させて友達の考えが聞

けるよう継続して指導する。集団討論の際に板書の仕方を

工夫し、児童が多様な考えを整理できるようにする。 

 

 

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】                                      新宿区立戸塚第三小学校 
（様式 1） 



３ 

国語 

学国語辞典や言葉絵辞典を活用して、語彙力が増え、表現力が

付いてきている。 

 

調昨年度の新宿区学力定着度調査の結果、漢字の読みや書き取

りは９割以上の正答率であったが、筆順について、正答率が

低かった。 

 

 

 

調意見文を書く問題の正答率が低かった。質問で聞かれている

ことの意味を正しく理解し、適切に答える力が不十分である

と考えられる。 

・語彙を増やし、さらに表現力を伸ばすこと。 

 

 

・文字についての正しい知識を身に付けること。 

 

 

 

 

 

・質問に基づいて適切に答える内容を導く能力、及び構

文上の必要事項を考えながら記述する能力を身に付

けること。 

 １学期に国語辞典の使い方を指導する。以後、新しい単元

では意味調べの時間を設けて辞書を活用させ、使い方の定

着を目指す。 

 漢字の学習と書写の時間を関連させて、硬筆・毛筆を使用

して指導を行う。漢字の学習の際は、まず、空書きを取り

入れて、筆順などの間違えやすいポイントをドリル等にチ

ェックさせる。また、継続して漢字の小テストを行い、３

学年の配当漢字の定着を目指す。 

 

 話すことの指導の時間を活用する。人が話した内容を正し

く捉えてまとめさせたり、意図に合った質問させたりする

練習を積み重ねる。また、書くことの指導では、主語・述

語・修飾語を正しく使い分けさせること、必要な言葉を落

とさずに様子や気持ち、考えを書かせることを重点的に指

導していく。 

 

 

算数 

学自分の考えを説明したり図や式に表したりするなど、自分に

合った表現方法を考えて取り組もうとしている。 

 

調昨年度の新宿区学力定着度調査の結果、かけ算の学習は９割

以上の児童が正答した。しかし、繰り上がりのあるたし算、繰

り下がりのあるひき算は誤答が多く見られた。また数範囲が

大きくなったときの計算につまずきが見られた。 

 

調身近にあるものに使われるかさやなどの適切な単位について

の理解が十分とは言えない。 

・自分の考えを適切に表現すること。 

 

 

・桁数が増えても計算の仕組みは同じであることを理

解すること。 

 

 

 

・かさ、長さ、重さなどの量感を身に付けること。 

 

 図や表、数直線など、既習の学習内容を掲示することで、

どの方法が自分の考えを表現するために適切かを選択でき

るよう、学習環境を整える。 

 掲示を活用しながら、位のそろえ方や、繰り上がり、繰り

下がりの書き方を指導する。また、検算で答えを確かめる

習慣や、誤答を正答になるまで解き直す習慣を付けさせ、

自分がどこでつまずくのかに気付かせるよう指導する。 

 

 長さや重さなどの学習では、実物を活動に取り入れた授業

を展開する。重りを持たせたり、長さを測らせたりして、

量感を養う経験を積ませていく。 

 

 

 

 

 

４ 国語 

学漢字の学習に意欲的に取り組む児童が多い。 

 

 

 

調段落の内容を理解して説明文を読むことや、段落に分けて文

章を書くことに課題が見られる。 

 

 

 

 

 

調昨年度の新宿区学力定着度調査では、国語辞典の使い方など、

言葉の学習に課題が見られた。 

・当該学年に配当されている漢字を、正しく書けるこ

と。 

 

 

・場面や段落ごとの内容を理解して文章を読むことや、

適切に段落を分けて文章を書けること。 

 

 

 

 

 

・国語辞典や漢字辞典を、目的に応じて適切に使い、語

彙を増やすこと。 

 週に１回漢字テストを実施する。継続的に漢字の課題を出

して家庭学習に取り組ませ、漢字を正しく書き取るように

し、定着を図る。 

 

 説明文の学習において、「初め」「中」「終わり」それぞれの

内容を把握し、段落同士の関係を捉えさせる。また、筆者の

考えの根拠となっている部分や具体例について挙げさせ、

整理させる。文章を書かせる際には、書く内容の中心を明確

にしたうえで、短い文をいくつか書き出させる。内容ごとに

それらの順序を入れ替えさせるなどし、文章の構成を考え

られるようにする。 

 漢字辞典の使い方を１学期中に指導する。説明文における

語句の意味調べや、他教科での活動の際など、いろいろな

場面で国語辞典、漢字辞典にふれさせ、目的に応じて活用

できるようにする。調べた語句は、付箋を貼ったりノート

にメモするなど、蓄積をさせていく。 

 

 

 

 

 

 

 



算数 

学既習事項を用いながら、計算や算数的活動に意欲的に取り組

む児童が多い。 

 

 

学三角形をかく技能や、図形に関する正しい理解が十分とは言

えない。 

 

 

 

調昨年度の新宿区学力定着度調査では、３桁+３桁のたし算な

どの計算技能に課題が見られた。 

・自分の考えを、根拠を示しながら論理的に説明できる

こと。 

 

 

・図形に関する語句の意味について理解し、角や図形を

正しくかいたり、面積を求めたりすること。 

 

 

 

・学年相応の基本的な計算問題を正確に解けること。 

 自力解決の際、図や文章、数直線など、様々な方法で自分

の考えを表現させる。また、対話的な学びとして、自分の

考えをペアやグループで伝え合う機会を設ける。 

 

 「台形」や「平行四辺形」、「面積」などの図形に関する語句

の定義について、児童が説明する機会を設け、概念の理解

を図る。コンパスを使って長さを測り取ったり、比べたり

する活動を通して操作に慣れさせ、作図技能の定着を図る。 

 

 授業内における適用問題を増やす。「わり算の筆算」の学習

では、筆算の手順を繰り返し確かめさせ、定着を図る。桁

数が増えても、筆算の仕方が変わらないことについても継

続的に指導していく。 

 

 

 

 

 

 

５ 

国語 

学漢字の学習に意欲があり、よく書いたり調べたりできる。 

 

 

調読み取って、内容を想像する力に課題がある。昨年度の新宿

区学力定着度調査では､物語の場面の様子を読み取りの正答

率が、目標値を下回った。言葉の表面の意味だけをなぞり、真

の意味や文脈をとらえていない可能性がある。 

調新宿区学力定着度調査によると、書く力が目標値に達してお

らず、白紙解答や題意に正対しない文章が見受けられる。ま

た、日常の様子から、簡潔に要約する作業に時間がかかる。 

・漢字学習への意欲を高くもつこと。 

 

 

 内容を読み取ったり、人の気持ちを想像したりするこ

と。 

 

 

・言葉で適切に表現すること。豊かな語彙力と表現力を

身に付けること。 

 「漢字調べ」に取り組ませる。ミニ漢字テストを継続的に

行う。戸三小漢字検定の合格に向けて、目標をもって取り

組ませる。 

 高学年の読書にふさわしい推薦図書を読ませ、表現や語彙

を豊かにする。あらすじのまとめ方や人物の気持ちを文章

にする方法を示し、読み取ったことを表現させる。 

 

➣ 言葉で伝え合う場を多く取り入れながら、自分の考えを

言葉や文章で表現する機会を積極的に取り入れる。物語

文、説明文などの学習で、上手にまとめたノートや学習感

想の例を提示し、表現力が養われるようにする。 

 

 

算数 

学基本的な計算はできる。しかし、論理的に考えを言葉や図で

表現する活動には個人差があり、授業中の発言などは、学習

内容を理解している児童に委ねてしまう傾向がある。 

 

 

調昨年度は、数値やグラフを読み取ることや、図形に苦手意識

をもつ児童が多かった。ひし形や平行四辺形を作図する方法

を忘れてしまう児童が多い。しかし、前年度に実施した新宿

区学力定着度調査の結果を見ると、課題は達成できた。 

 自分の考えを論理的に式や表、言葉で表せること。友

達に分かりやすく伝えられること。 

 

 

 

・図形への苦手意識を解消すること。コンパスや三角定

規を使って、図形を正しく作図すること。 

➣複数の解法を考えさせ、自分の考えを友達と伝え合う機会

を設ける。自力解決が困難な児童には、手がかりとなるよ

う､友達が何を用いて解決しているかを全体で確認してか

ら自力解決に取り組ませる｡それでも自力解決が困難な場

合は､個別に指導を行う｡ 

➣「図形」領域では、児童の理解が深まるように繰り返し問題

に取り組ませ､図形の問題や作図の機会を増やす。また､「平

面図形の面積」や「図形の角」の学習では､図形を切って移

動させたり同じ図形を組み合わせたりするなどの体験的な

操作活動を取り入れる。 

 

 

６ 国語 

学漢字を書き取る力が身に付いてきたが、昨年度の戸三小漢字

検定は合格者が６０％ほどだった。 

 

 

 

調文章の構成を考えたり、要旨をまとめたりして、自分の考え

を書けるようにすることについて無回答の児童が２割程度い

る。 

・これまでに学習した漢字の用法、用例を増やし、語彙

力をさらに高めること。 

 

 

 

・文章構成を身に付け、活用すること。 

 様々な用例で既習の漢字を書けるようにするため､週に１

回程度 10問程度のミニ漢字テストを行う。簡単に問題作成

ができるデジタル教材を有効に活用する。既習の漢字を異

なる用例となるように問題を作成し、児童が書けるように

する。 

 教科書で学習した意見文の文章構成「はじめ・なか・まと

め」の教室掲示を作成し、常に意識して文章が書けるよう

にする。個別指導のシステムを工夫し、児童一人一人の書

く力に応じた指導の時間を確保する。 

 

 



算数 

学異なる２量の関係をつかみ、正確な図や式に表せるように努

力している児童が多く見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

調体積や合同など、図形領域の問題は、ほかの問題と比べると

正答率が低い。 

・「比例・反比例」の学習などを通して、異なる２量の

関係を正しく表現する力を身に付け、中学校数学への

円滑な接続を図ること。 

 

 

 

 

 

 

・「拡大図と縮図」の学習などを通して、図形を構成す

る要素に着目し、図形同士の関係を正しく理解するこ

と。 

 

 

 異なる２量の関係を以下の手順でノート見開き１ページに

まとめさせ、最終的には自ら表現できるように丁寧に指導

する。 

① 表や数直線の図に表し、変化の関係を矢印で表現

させる。 

② 対応の関係、２量の間に成り立つきまり（商一定、

積一定）を式で表現させる。 

③ yがχに比例する（反比例する）などを言葉で説明

させる。 

 計算に終始するのではなく、常に図形と関連付けて指導す

る。図形をかく問題では、定規だけではなく､コンパスなど

の測定具を有効に活用して図形をかくことのよさが分かる

ようにする。指導の際にデジタル教科書を活用し､作図の手

順などを分かりやすく提示する。 

 

 

音
楽 

学意欲的に取り組むことができる児童が多いが、主体的に表現することが

苦手な児童もいる。また、演奏技能にも個人差がみられ、個別指導が必

要な児童もいる。 

・自信をもって表現活動をしたり、音楽や友達の発表を

聴いて感じたことを伝えたりすること。 

 

 学習のめあてを明確に示す。スモールステップで課題を設

定したり、能力別に教材を用意したりし、達成感を味わえ

るように指導を工夫する。 

 言語活動を充実させるため、掲示物や学習カードを活用さ

せる。 

 個別指導や少人数指導の機会を設け、演奏技能の向上を図

る。 

 

 

図
工 

学図工に意欲的で進んで活動に取り組む児童が多いが、受動的な児童や、

過程よりも結果やできばえに拘る児童が見られる。また一つの事に粘り

強く丁寧に仕上げることがなかなか難しい児童もいる。 

 主体的に活動に取り組むこと。 

 

 

 

 

 途中で飽きてしまったり、諦めてしまったりせず、最

後まで自己表現ができること。 

 

 

・お互いのよさを認め、協力して活動すること。 

 題材を吟味して提示したり、材料を選ばせたりして、主体

的な自己表現ができるよう工夫をしていく。 

 実物の表示や手順・内容の紹介に実物投影機を活用する。

また、児童が調べたいことがあるとき、即時に PCを活用

して調べられるように学習環境を整える。 

 自分の作品に愛着をもち、作品をよりよくするための工夫

や努力が続けられるよう教師の声掛けを工夫したり、作品

を作る途中で児童同士が互いの進捗状況や作品を見合う活

動などを取り入れたりする。 

 互いの作品を見合う時間をできるだけ設定する。見合う時

間が設定できない場合は感想カードを書かせる。また、造

形遊びや共同制作などグループ活動も取り入れ、友達との

関わりをもてるようにする。 

 

 

     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。   


