
■ 学校の共通目標  

授業作り 

重 

点 

 個に応じた指導を充実させ、児童１人１人の学習状況に応じた支援を

行う。机間指導などによる個に応じた指導に加え、１学期からデジタ

ルドリルなどを活用し、新宿区版GIGA スクール構想を具現化させた

指導を目指す。 

 主体的・対話的で深い学びのできる児童を育成するため、全教科を通

して思考力、判断力、表現力が育つような指導の充実を図る。特に国

語を重点教科として校内研究を進める。児童同士が互いの考えを伝え

合い、深く考えることで、共に学び合う児童を育成する授業作りを検

討する。また、ICT機器や教育用ネットワークなどを、調べ学習、話

し合い活動、まとめの場面で効果的に活用し、協働学習の機会を確保

する。 

中
間
評
価 

 

最
終
評
価 

 

環境作り 

 児童１人１台のタブレット PC の初期設定及び導入の学習が終わった

ので、５月から本格的に使用する。家庭学習や校外での活用を充実さ

せるために、管理の仕方について家庭への周知を確実に行う。 

 授業での ICT機器の活用方法を広く教員に周知するため、校務分掌の

中に GIGA スクール担当を設けた。また、OJT の機会などを活用し

て、各教員が ICT機器を活用した授業実践などを紹介し合うようにす

る。 

  

■ 学年の取組内容 

２ 国語 

学点画のつながりを意識して文字を書くことができ、１年生の

漢字を正しく書き取ることができる。昨年度末の漢字のまと

めテストでは、８割の児童が９０点以上、残りの２割の児童

も８０点以上をとることができた。戸三小漢字検定も、ほぼ

全ての児童が自分の目標級に合格した。 

 

学「聞くこと」については、大事なことを落とさずに聞くこと

や最後まで聞くことに関して、まだ十分に身に付いていない

状況である。 

 

 

学「読むこと」については、叙述をもとに自分の考えや場面の

様子、登場人物の気持ちを考えることがまだ十分に身に付い

ていない状況である。 

・２年生の漢字の書き取りについても、ミニテストや作

文指導を通して定着を図ること。 

 

 

 

 

・大事なことを落とさずに、最後まで聞くことができる

ようにすること。 

 

 

 

・叙述をもとに自分の考えや場面の様子、登場人物の気

持ちを考え、表現できるようにすること。 

 年度末の漢字のまとめテストと戸三小漢字検定で８割以上

の児童が９０点以上取れるよう、ミニテストや作文指導、

家庭学習などを通して新出漢字の定着を図る。 

 

 

 

 集中して聞けるように「戸三小スタンダード」を常に意識

させる。相手の目を見て終わりまでしっかりと話を聞ける

ように指導する。また、スピーチ活動を行い、その際に質

疑応答の場面も多く設ける。 

 

 主な登場人物の行動、場面の様子などに着目させ、サイド

ラインを引かせたり考えを書かせたりする活動を多く設け

る。３学期末に叙述から登場人物の気持ちや考えたことを

書いたり発表したりすることができるようにする。 
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算数 

学９割の児童は、１桁のたし算、ひき算の計算技能が定着した

が、指を使って計算している児童もいる。残りの１割の児童

もブロックや指を使えば正答することができる。 

 

学文章題や時刻をよむ学習に課題のある児童が２割いる。 

 

 

 

 

学自分の言葉で学習課題について説明する力が十分に身に付い

ていない状況である。 

・指を使わないで計算できるようにすること。 

 

 

 

・文章問題では問題場面を的確に捉え、問題解決に取り

組めるようにすること。また、時刻のよみ取りを正確

にできるようにすること。 

 

 

・自分の考えをブロックや絵（図）、言葉、式を使って

友達に説明できるようにすること。 

 反復練習や適用問題を活用して基本的な計算技能を定着さ

せる。３学期末までに全ての児童が指を使わないで計算で

きるようにする。 

 

 個別指導や放課後等学習支援と連携を行い、継続的な指導

をしていく。文章問題については、聞かれていることとわ

かっていることを明確にすることで理解させる。時刻につ

いては日常生活でも時計に目を向けさせる。 

 

 問題解決に対して、どのような方法があるのかを考えさせ、

ペアやグループで説明し合う活動を設ける。 

 

 

３ 

国語 

学新宿区学力定着度調査では「書くこと」に課題が見られる。

必要な単語は選べるが、文章を構成することに難しさを感じ

ている児童、書くことに自信をもてない児童が多い。 

 

 

 

 

学片仮名の使い方や言葉の学習に課題が見られる。 

 

 

・経験したことや想像したことなどから、書くことを見

付け、文章を書く経験を重ねること。 

 

 

 

 

 

・片仮名の復習や言葉の意味調べを定期的に行うよう

にし、場に応じた言葉を適切に選べるようにしたり、

語彙を増やしたりすること。 

 授業の中で、詩や俳句などに取り組ませ、文に表す楽しさ

を味わわせる。授業の中では、モデルの文章を提示したり、

それぞれが作った互いの文章を紹介し合ったりさせて、文

章を書くことに対する自信をもたせる。また、毎週末に日

記の宿題に取り組ませ、気持ちを書きつづることへの抵抗

感をなくす。 

 

 国語辞典の使い方を１学期中に指導する。語句の意味調べ

では、調べた語句に付箋を貼ってノートに記入させ、語彙

を増やすことに楽しみが見いだせるようにする。 

 

 

算数 

学基礎となる加法及び減法の計算、乗法九九が十分に定着して

いない児童が見られる。 

 

 

学長さやかさの単位について、単位の大小や量感を混乱してし

まう児童が多く、理解が十分に定着しているとは言えない。 

・繰り上がりや繰り下がりのある計算や、乗法九九の定

着を図ること。 

 

 

・既習事項の振り返りを繰り返し行い、日常の中でも単

位の表記に触れながら定着を図ること。 

 加法及び減法の計算や乗法九九の確認を行うことや、定期

的に復習になる問題を宿題やデジタルドリルなどで取り組

ませ、繰り返し学習する。 

 

 体育館やプールの長さを測ったり、重い荷物を持ち上げた

りする体験的な活動をさせる。身近なものをもとにして、

量の感覚を身に付けられるようにする。 

 

 

４ 国語 

学既習の漢字について、止めやはねに気を付けて字形を整えて

漢字を書くことに課題が見られる。 

 

 

 

 

 

学国語辞典を使い方など、言葉の学習に課題が見られる。 

 

 

 

 

調新宿区学力定着度調査では、文章を書く問題で正答率が低く、

３割にとどまった。 

 

 

・当該学年に配当されている漢字を、正しく書けるよう

にすること。 

 

 

 

 

 

・国語辞典や漢字辞典を目的に応じて適切に用いて、語

彙を増やせるようにすること。 

 

 

 

・「はじめ・中・終わり」の構成に沿って、自分の考え

を具体例や根拠を示しながら書けるようにすること。 

 

 

 

 新出漢字を学習した後、１週間以内に漢字テストを行う。

書けなかった漢字については文で練習をさせ、必要に応じ

て再度取り組ませる。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力の定着を図る。

デジタルドリルを授業や家庭学習で活用し、字形や書き順

を含め、児童が漢字を正しく書けるようにする。 

 

 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、漢字辞典に触れさせ、目的に応じて活用

できるようにする。 

 

 自分の考えや調べたことなどを、付箋などに短い言葉で書

き、「はじめ・中・終わり」の構成メモに付箋を貼り付けて

自分の考えを整理して文章を書く機会を設ける。また、国

語に限らず、他教科でも自分の思いや考えを分かりやすく

書くことを繰り返し練習する機会を設ける。 

 

 



算数 

学既習事項を活用しながら、意欲的に問題解決しようとする児

童が多い。 

 

 

学基礎となる四則計算、筆算の仕方が十分に定着していない児

童が見られる。 

 

・自分の考えを、根拠を示しながら論理的に説明できる

ようにすること。 

 

 

・学年相応の基本的な計算を、正確に解けるようにする

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。 

 

 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。デジタルドリルや東京ベーシック・

ドリルを授業や家庭学習で活用し、習熟を図る。 

 

 

５ 

国語 

調新宿区学力定着度調査において、前学年までに学習した漢字

の定着が十分でない児童が半数いた。 

 

 

調同調査において、自分の考えを文章に書くことについては、

目標値を下回り、課題がある。 

 

 

 

学学年全体としては、発表する児童は少なくないが、「話すこ

と・聞くこと」に関して苦手意識をもっている児童もいる。 

・今までに学んできた漢字を確実に身に付けていくこ

と。 

 

 

・自分の考えとその根拠となる文を考え、段落を意識し

て書けるようにすること。 

 

 

 

・自分の思いや考えを伝えられるようにすること。 

 これまでに学習した漢字をすすんで用いて文章を書けるよ

う、授業や家庭学習などで行いながら、漢字の用例や語彙

を増やす。 

 

 国語の指導の中では、キーワードやキーセンテンスを意識

しながら書くことなどの技能を身に付けさせる。また、国

語に限らず、他教科でも自分の思いや考えを分かりやすく

書くことを繰り返し練習する機会を作る。 

 

 発表する機会を多く設定し、少人数での話し合いの場を意

図的に設ける。 

 

 

算数 

調新宿区学力定着度調査「思考・判断・表現」では、目標値を

６pt上回ったが、区の平均からは３pt下回った。日頃の授業

の様子からも、文章問題など論理的な思考が求められる問題

に対しては、課題がある。 

 

調同調査において、図形では、垂直、角の大きさなどで目標値

を下回っており、コンパスや分度器を用いての作図技能が十

分定着しているとは言えない。 

 

学基本的な四則演算の仕方は理解しているが、正確に計算でき

ていないときがある。 

・文章内容を確実に読み取り、問題の場面を正しく把握

できるようにすること。 

・数直線や図を用いて、問題の場面を正しく表現できる

ようにすること。 

 

・正確な作図ができるようにすること。 

 

 

 

・学年相応の基本的な計算を、正確に解けるようにする

こと。 

 自力解決の段階での個別指導を継続するとともに、集団検

討の場面で友達が考え方をどのように表現しているかを見

合うような指導を行う。 

 

 

 単元での学習が終了しても、繰り返し図形の問題を解いた

り作図をしたりする機会を作る。 

 

 

 毎回の授業の中でもノートを丁寧に書かせたり、補助計算

を確実に書かせたりする。 

 

 

６ 国語 

調新宿区学力定着度調査では、前学年までに学習した漢字の書

き取りの正答率が低かった。文字によっては半数近くの児童

が誤答であった。 

 

 

調同調査において、指定された条件下や、自分の考えを文章に

書くことについては、目標値を下回った。 

 

 

 

 

 

 

学「話すこと・聞くこと」では、話すことに抵抗のある児童が

多い。 

・既習の漢字を定着させ、小学校での配当漢字を正しく

書けるようにすること。 

 

 

 

・限られた文字数で自分の考えとその根拠となる文を 

考え、構成を意識して書けるようにすること。 

 

 

 

 

 

 

・考えを伝え合って、自分の考えが広げる楽しさを感じ

させること。 

 配当漢字は早めに一通り学習をする。次に、授業や家庭で

反復練習を行う。練習後は週に２回以上小テストを行い、

定着を確認する。配当漢字の学習が終わったら、デジタル

ドリルを活用して、小学校の配当漢字を反復練習する。 

 

 説明的文章の指導で、筆者の考えやその根拠をどのように

書いてあるかを学習して、国語の学習記録としてまとめさ

せる。まとめたものを年間通して「国語ノート」を作成す

る。また、文学作品でも、説明的文章でも単元の終わりに

文字数を決めて要約を書かせる取組を行う。また、月に１

回程度、新聞記事を読み、自分の考えについて根拠を明確

にして書かせる取組も行う。 

 

 簡単なテーマで話す時間を様々な教科で設け、話すことへ

の抵抗感を少なくする。思考したことを話してほしい場面

では、考えをもつ時間を取ったうえで話し合いできるよう

に授業を構成する。 

 

 



算数 

学新宿区学力定着度調査「数と計算」領域では、目標値を７pt

上回った。同調査の観点「思考・判断・表現」では、目標値を

４pt上回ったが、区の平均からは４pt下回った。日頃の授業

の様子からも、文章題など論理的な思考が求められる問題に

対しては、考えをもてない様子が見られる。 

 

調同調査「合同な図形の作図」では、目標値を下回った。図形

に関する苦手意識がある。 

・基礎的な計算の定着を図るとともに、文章問題などで

必要となる十分な思考力、判断力、表現力を育てるこ

と。 

 

 

 

・図形の性質を理解して作図をすること、面積や体積を

正しく求めること。 

 各単元で適応問題を解く時間をしっかりと確保する。 

 文章問題を解く際、図や数直線など思考する手だてとなる

ものを提示して思考の助けとする。また、思考の時間にミ

ニ教室を開き、思考する視点を示したり、既習事項を復習

したりして支援する。 

 

 学習した図形の性質や、面積や体積を求める公式を掲示す

る。各単元での問題演習を通して定着を図り、年度末には、

既習事項全てを振り返る時間を設ける。 

 

 

音
楽 

学１年生は音楽に合わせて身体を動かすことや、簡単なリズム打ちをする

ことができる。２年生は、四分音符、四分休符、二分音符、八分音符の

リズム打ちと指番号を守りながらキーボード演奏ができるようになっ

たが、同じ指の移動(指の引っ越し)や指広げがまだ身に付いていない児

童もいる。 

 

 

学３年生は、五線内の譜読みできるようになったほか、決められた音を使

って短い旋律を作ることができるようになった。キーボード奏では指く

ぐりがまだ身に付いていない状況である。４年生は、左手の運指をスム

ーズにリコーダー奏ができるようになったが、タンギングに個人差が見

られる。右手の運指の練習がまだ実施できていない。 

 

 

学５年生は響きのある声で表現を工夫しながら歌うことができるように

なった。リコーダー奏は、サミングが身に付いていない児童が見受けら

れる。６年生は、リズムアンサンブル活動を通して複雑なリズムを叩け

るようになったほか、正確な運指でリコーダー奏ができるようになった

が、曲の特徴にあった表現については課題がある。 

・１年生 

リズム譜をよんでリズムを叩けるようにすること。 

 

・２年生 

キーボード奏で同じ指の移動や指広げを定着させる

こと。 

 

・３年生 

キーボード奏において指くぐりができるようにする

こと。 

 

・３、４年生 

音楽づくりにおいてまとまりのある音楽づくりにお

いて発想をさらに豊かにしていくこと。 

 

・５、６年生 

音楽づくりにおいて音楽の構造の理解をさらに深め

ること 

・６年生 

歌唱や器楽奏において表現の幅を広げていくこと。 

 １年生はタンとウンのシンプルなリズム譜で、様々な音楽

に合わせてリズムを叩く練習を重ねていく。 

 

 ２年生は同じ指の移動や指広げを含む曲の練習をするほ

か、ミニキーボード奏の常時活動でも継続して練習を重ね

ていく。 

 

 ３年生はミニキーボード奏で、指くぐりを含む曲の練習を

重ねていく。 

 

 ３、４年生ともに即興的な表現活動に継続して取り組んで

いく。 

 

 

 ５、６年生は学習する歌唱曲や器楽練習曲、鑑賞曲におい

て音楽の構造について考える活動を取り入れていくほか、

ミニキーボードを用いながら、短い旋律づくりの練習を重

ねていく。 

 

 

図
工 

学低学年では、楽しみながら意欲的に活動に取り組む児童が多い。 

一つ一つの活動を丁寧に取り組むことが苦手な児童も見られる。 

 

学中学年では、自分なりのこだわりを大切にしながら活動に取り組む児童

が見られるが、何を表したらよいか迷ってなかなか取り組めないでいる

姿も見られる。また一つのこと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。 

 

学高学年では、いろいろと試したり工夫したりしながら取り組むことがで

きる児童が見られる。作品の仕上がりに自信がもてず表現活動に消極的

になってしまう児童も見られる。 

 一つ一つの取り組みが次の活動につながっていくこ

とを考えて取り組めるようにすること。 

 

 最後まで粘り強く自己表現ができるようにすること。 

 

 

 

 

 先を見通して計画的に取り組めるようにすること。 

 活動内容を短く区切ることで、丁寧に取り組ませる。 

 

 

 なかなか取り組めないでいる児童に対しては個別に声掛け

をし、他の児童の作品を提示するなどの支援をしていく。課

題ごとに鑑賞する場を設ける。 

 

 

 本時の目標を明確にし、時間ごとの活動計画を提示する。 

 

 

     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、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。   


