
■ 学校の共通目標 

授業作り 

重 

点 

・学習規律を整えるとともに、問題解決型学習過程を全教科で適宜取り組

み、主体的な問題解決力を養う。 
中
間
評
価 

・学習規律や主体的な問題解決力を養っていくこと

はおおむねできている。今後も継続して指導して

いく。 

最
終
評
価 

・１年を通して、学習規律や主体的な問題解決力を養っていく

ことはおおむねできた。今後も継続して指導し、さらなる定

着を目指していく。 

環境作り 

・各教科で適宜 ICT機器を活用する。また児童同士の学び合いのツールと

してＩＣＴ機器を活用するなど授業展開を工夫して、どの児童にも「分

かる」「できる」学習環境を作る。 

・ICT 機器を活用して授業の展開を工夫することは

おおむねできている。学び合いのツールとしての

活用方法をさらに深めながら引き続き指導してい

く。 

・年間を通して、様々な教科や学習場面で ICT 機器を活用して

授業を展開することがおおむねできた。今後も、児童の学び

合いのツールとしての活用方法を、さらに検討しながら引き

続き指導していく。 

■ 学年の取組内容 

２ 国語 

学文章を書くときに「は」「を」「へ」を正しく活用することが

課題となる児童が見られる。また、「、」「。」が抜けてしまう児

童が多い。 

 

 

 

 

学漢字の書き順や読み方が、定着していない児童が見られる。 

 

 

 

 

 

 

学大きな声で音読することが苦手な児童が見られる。 

・文章を書く際に「は」「を」「へ」を正しく活用するこ

とが課題である。 

 

 

 

 

 

・漢字の書き順や読み方、活用の仕方を定着させていく

ことが課題である。 

 

 

 

 

 

・下を向かず、はっきりと大きな声で音読をしていく態

度を身に付けさせることが課題である。 

・「は」「を」「へ」を正しく活用することを定着させていくた

めに、見本となる文章を繰り返し視写していく学習活動を

取り入れる。また、「あのね日記」などで、正しい活用方法

を指導していく。 

 

 

 

・新出漢字を指導していく際に、ＩＣＴ機器を活用しながら

正しい漢字の書き順や読み方を指導し、定着を図る。日記や

作文で、既習の漢字を活用できるよう、既習漢字の一覧表等

を用いて指導する。 

 

 

 

・音読を友達同士で聞き合うことや、発表する機会を設定す

ることで、相手を意識して音読をしていく学習活動を取り

入れていく。 

・「あのね日記」や作文の指導を通して、「は」「を」「へ」の

指導を繰り返し指導することにより、徐々に正しい文法で

記述することができてきているが、小文字の「っ」「や」

「ゆ」「よ」を抜いて書いてしまう児童もいるため、併せ

て指導していく。 

 

 

・国語の授業だけではなく、提出された宿題など、様々な場

面で文字の書き方を指導したり、家庭学習で繰り返し漢字

の課題を出したりすることで、おおむね習得できてきた。

今後も、日記の宿題や作文の学習などで既習漢字やカタカ

ナを活用できるよう指導していく。 

 

 

・相手を意識して音読したり、発表会をしたりすることによ

って、相手が聞きやすい音読を意識することができるよう

になってきた。引き続き指導していく。 

・「あのね日記」や作文の指導、冬休みの宿題などで繰

り返し指導することによって、「は」「を」「へ」や小

文字の「っ」「ゃ」「ゅ」「ょ」を適切に使える児童が

増えてきた。しかし、句読点の誤りがまだ見受けられ

るため、中学年になってからも引き続き指導が必要で

ある。 

 

・年度当初と比べると、漢字学習が定着してきている。

意識して丁寧な字を書く児童が増えてきてはいる

が、集中力が切れたり、宿題のノートで雑な字にな

ってしまったりすることがある。書き直しをさせた

り、個別で指導したりするなど、中学年でも引き続

き指導が必要である。 

 

・授業の中で音読を友達に聞かせる場面では、聞き手

を意識した声の大きさや間の取り方をできるように

なってきた。今後も継続的に指導いていく。 

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 

学どの児童も文字を習うことを好み、すすんで学習している。

しかし、ひらがなやカタカナ、漢字の書き順や形を正しく

覚えられていない児童もいる。 

 

学本を読むことを好み、すすんで読書に取り組む。一方で、 

 飛ばし読みをしてしまったり、勝手読みをしてしまったり 

 することがある。 

 

学自分の考えを文で表せる児童がいる反面、苦手意識をもって

いる児童もいる。 

・筆順が異なるため、バランスの悪い文字や、早く書こ

うとするあまり、文字の書き取りが雑になってしま

うことがある。 

 

・語と語のまとまりを意識して音読することや、言葉の 

 意味を理解して読むことに課題がある。 

 

 

・文を書くことに課題のある児童は、書く内容が定まら

なかったり、文字の書き取り自体に時間が掛かった

りする。 

・授業だけでなく、家庭学習でも書き順を学ぶ課題を出す。ま

た、国語科以外の教科においても、常に読み手に対する相

手意識をもたせ、読みやすい字を書くことを指導する。 

 

・国語科の授業や家庭学習において毎日音読を行い、正しく

読めるようにする。国語科の学習において、語彙の確認を

しっかりと行い、「読む・書く・話す・聞く」の学習を行う。 

 

・書き進みに課題のある児童には、時間を区切った視写を繰

り返し行う。書く内容が定まらない児童には、まず書きた

い内容を伝えさせ、イメージを膨らませた後、書く活動に

移すなど、学習過程の工夫し、素地を養う。 

・授業だけでなく、家庭学習でも筆順を学ぶ課題を出したことで、正しい筆順を覚えることができた。また、国語科以

外の教科においても、常に読み手に対する相手意識をもたせ、読みやすい字を書くことを指導してきたことで、丁寧

に文字を書く子どもが増えた。 

 

・国語科の授業や家庭学習において毎日音読を行ったことで、正しく音読できる児童が多くなった。国語科の学習にお

いて、語彙の確認をしっかりと行い、「読む・書く・話す・聞く」の学習を行ったことで語彙力が身についてきた。 

 

 

・書き進みに課題のある児童には、時間を区切った視写を繰り返し行った。また、書く内容が定まらない児童には、ま

ず書きたい内容を伝えさせ、イメージを膨らませた後、書く活動に移すなど、学習過程の工夫をした。そのような工

夫をしてきたことで素地を養うことができた。  

算数 

学式をよく見ないで慌てて計算し、間違えてしまう児童がい

る。 

 

 

学計算を得意としてどんどんできる児童もいれば、数の概念に

ついての理解が十分でない児童もいる。 

・早く計算をすることに価値を見出している児童がい

る。また、解いた問題の見直しをしないで、終わらせ

てしまう実態が見られる。 

 

・暗算でできないところは、○を書いたり、指で数えた

りしながら計算をしている児童がいる。 

・問題を解いた後は、必ず見直しをするよう習慣化する。 

 また、問題文はテストを除き、声に出して読んで内容を確

かめるようにするなど、しっかり読み取れるようにする。 

 

・○や指を使って計算することも認めつつ、フラッシュカー

ドや計算カードで繰り返しの学習を増やし、計算に対する

苦手意識をなくす。家庭学習や朝学習で繰り返し計算の練

習に取り組ませることで、簡単な計算の暗算の定着を図る。 

・問題を解いた後は、必ず見直しをするよう習慣化させた。また、問題文はテストを除き、声に出して読んで内容を確

かめるようにするなど、しっかり読み取れるようにさせた。そうすることで、読み間違えやケアレスミスを減らすこ

とができた。 

 

・○や指を使って計算することも認めつつ、フラッシュカードや計算カードで繰り返しの学習を増やし、計算に対する

苦手意識をなくさせたことで、計算することに抵抗を感じる児童はいなくなった。家庭学習や朝学習で繰り返し計算

の練習に取り組ませたことで、簡単な計算の暗算の定着を図ることができた。 

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】                                              新宿区立戸山小学校 （様式 1） 



算数 

学 計算に時間がかかり、課題が終わらない児童が見られる。 

 

 

 

 

 

学 筆算をする際に、正しい順序で計算していない児童が見ら

れる。また、ノートの書き方を理解していない児童がいる。 

・たし算やひき算の基本的な計算の速度を速くすると

ともに、正答率を上げていくことが課題である。 

 

 

 

 

・位をそろえて計算することの利点を理解させるとと

もに、正しい筆算の書き方を定着させていくことが課

題である。 

・基本的な計算を定着させるために、計算ドリルやプリント

教材を活用し、計算問題を繰り返し行う。児童に自身の到達

度を実感させながら取り組ませていく。 

 

 

 

・筆算の計算の順序を、声に出しながら記述していく、また、

ノートを実物投影機で移しながら、書き方を繰り返し指導

する。 

・計算問題に取り組む際、聞かれていることに下線を引くよ

う指導したことで、何を求めればよいかを意識して答えを

導けるようになってきた。二学期は九九の学習も入ってく

るため、今後も継続して指導していく。 

 

 

・ICTを利用しながら、教師が筆算の計算の順序等のノート

指導を行うことで、徐々にノートの書き方が浸透してき

た。引き続き指導していく。 

・百マス計算やタイムアタックなどで、時間を意識さ

せて計算に取り組ませたことで、素早く計算ができ

る児童が増えた。九九計算も繰り返し暗唱テストや

ペーパーテストを行うことで、学習内容を定着させ

ることができた。 

 

・正しい筆算や式の書き方は定着してきたが、図や表

をノートに分かりやすく書くことが難しい実態があ

る。引き続きＩＣＴなどを利用してノート指導を続

ける必要がある。 

３ 

国語 

調「話す・聞く」「書くこと」「読むこと」「伝統的な言語文化と

国語の特質に関する事項」「言語に関する知識・理解・技能」

において、いずれも区の平均を下回る結果となった。中でも

「書くこと」においては、大きく下回る結果となった。 

・作文、読書感想文等、書き慣れていなかったり、書き

方が身に付いていなかったりする児童がいる。 

 

・作文の書き方指導をし、構成力を身に着けさせるとともに、

書く取り組みを多く取り入れる。また、読書のさらなる推進

をしながら、語彙を増やしていく。 

・毎週日記を書くことにより、記述慣れしてきた様子が見 

 られる。今後も、文字を丁寧に書くことの意識を高めなが

ら継続して指導にあたる。また、宿題の漢字練習、書写の

時間に、とめ、はね、はらいなどを細かく指導していく。 

 

 

・感想文を書く場面を様々な学習で取り入れる。 

・毎週日記を書いたことで、記述に慣れさせることが

できた。また、初めは１マス下げる、会話文は改行す

るなど作文の書き方を正しく理解させることができ

た。区学力定着度調査でも全国平均を上回る結果と

なった。 

 

・行事ごとに絵日記を書くことで、文章を書く力を付

けることができた。 

 

算数 

調「数と計算」は、区平均より上回っているが、その他の領域

では、区平均を下回っている。なかでも、「量と測定」におい

ては、大きく下回っている。 

・既習事項の理解が十分でない児童がいる。そのため、

具体物や半具体物を用いても、学習内容が十分に理解

できないことがある。 

 

 

 

・計算問題等への習熟をさらに図っていく必要がある。 

・計算問題に繰り返し取り組ませて習熟を図る。「量と測定」

においては、既習事項の振り返りを行いながら具体物や半

具体物を用いて学習を行い、興味関心を高める。 

 

 

 

・家庭学習でも練習問題を適宜取り組ませ、家庭と連携しな

がらさらなる学習の定着を図る。 

・計算は、より一層習得率を上げていく。そのために、習熟

度別指導の特性を生かし、各コースの児童の実態に即して

問題を準備する等して、今後も継続して指導していく。 

 

 

 

・かけ算九九への理解をより一層充実したものにするため、

休み時間などに九九カードを用いて練習させる。 

・授業の導入で前時の振り返りを行ったり、習熟度別

指導の特性を活かして、各コースの児童の実態に合

わせた問題に取り組ませたりしたことで、学習内容

を定着させることができた。区学力定着度調査でも

全国平均を上回る結果となった。 

 

・かけ算九九が定着していない児童に対して、九九カ

ードを用いて繰り返し練習ができるようにしたこと

により、学習の定着を図ることができた。 

４ 

国語 

調「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」と「言語に

関する知識・理解・技能」の領域で、標準スコアよりも少し下

回る結果となった。 

 

 

調「書くこと」の領域が区や全国のスコアを下回っている。「書

くこと」に対して個人差が大きいことが課題である。 

・既習漢字の読み書きに課題が見られる。また、「とめ」

「はね」「はらい」に気をつけて書くことへの意識を

高めることも必要な児童が見られる。 

 

 

・「書くこと」に対して苦手意識をもっている児童が見

られる。 

・ICT機器を活用して、朝学習の時間や授業で漢字について指

導していく。また、家庭学習でも漢字の学習を取り入れた

り、音読を取り入れたりして、新出漢字の読み書きの定着を

図る。また、授業時間中に適宜到達度を確認する。 

 

・文章を書く際には、段落相互の関係に着目させたり、短文作

りを適宜授業に取り入れたりして指導する。 

・ICT機器を活用して漢字の書き方を指導したり、日々繰り

返し漢字の学習を取り入れて漢字の習熟を図ったりするこ

とはおおむねできた。今後も、様々な活動の中で、既習漢

字を使うよう指導していく。 

 

・段落相互の関係に着目させたり、短文作りを適宜取り入れ

たりしたことで、「書くこと」に対して楽しさを感じてい

る児童が増えた。今後も継続していく。 

 

・ICT機器を活用していくことで、意欲的に漢字を覚

えることができた。作文やノートなどに文字を書く

ときに漢字を活用できるよう、今後も引き続き指導

していく。 

 

・説明文の学習で、文章構成や書き方の工夫を示した

り、モデル文を提示したりすることで、「書くこと」

の力を少しずつ高めることができた。引き続き指導

をしていく。 

算数 

調各領域とも標準スコアを上回っているが、「量と測定」「数量

や図形についての知識・理解」の領域が、全体と比較すると少

し下回る結果となった。 

 

 

 

 

学計算の習熟が十分ではない児童が見られる。 

・数量感覚や、図形の定義や性質への理解が十分でない

児童が見られる。 

 

 

 

 

 

・計算の仕方を間違って覚えていたり、かけ算を確実に

理解することが難しかったりする。 

・教材や発問を工夫して、算数の学習が日常生活に深く関わ

っていることを実感させて興味関心を高める。また、適宜Ｉ

ＣＴ機器や具体物を活用しながら指導し、学習内容の定着

を図る。 

 

 

 

・授業だけでなく、家庭と連携しながら家庭学習を行い、計算

問題を適宜取り入れて指導し、計算の習熟を図る。 

・ＩＣＴ機器を活用したり、買い物をする場面や、教室や自

分の持ち物等の身の回りにある物を取り上げたりして、課

題解決学習を行った。児童にとってより身近な場面を提示

し学習したことで、算数が日常生活に役立つものであるこ

とを実感させることができた。 

 

 

・授業中や、朝学習、家庭学習などにおいて日々計算学習に

繰り返し取り組ませることで、少しずつ計算の習熟を図る

ことができた。今後も継続していく。 

・教材や発問を工夫したり、ICT機器を活用したりした

ことで、算数が日常生活に役立つものであることを

実感させることがおおむねできた。児童の興味関心

を高めることにもつなげることができた。「量と測

定」「数量や図形についての知識・理解」の領域でも

標準スコアを上回る結果となった。 

 

・授業や家庭学習での取組により、計算に関する力が

高まってきた。今後も引き続き、どこでつまずいて

いるかを明確にし、家庭と連携して復習を確実に行

うことで、定着を図っていく。 



５ 

国語 

調「書くこと」の領域で、標準スコアよりも少し下回る結果と

なった。 

 

調「書く能力」の観点が区や全国のスコアを下回っている。「書

くこと」に対して個人差が大きいことが課題である。 

・「書くこと」に対して苦手意識をもち、何をどのよう

に書いたらよいのか悩んでいる児童が見られる。 

 

・日記や短文作りを日常的に取り入れたり、授業で言葉集め

をし、語彙力を増やようにしたりして、「書くこと」に関する

力の定着を図る。 

・日頃の授業の中で、適宜文章を書いたり、学習の見通しを

もたせたりすることで、書く活動を意欲的に取り組む児童

が増えた。今後も、文章を書く際に、相手意識と目的意識

をしっかりともたせて書くよう継続して指導していく。 

・日頃から書く活動に取り組んだことで、文章を書く

ことに抵抗がある児童が少なくなった。今後も相手

意識と目的意識をもたせながら取り組ませることを

大切にして指導を継続していく。 

 

算数 

調「図形」の領域は、標準スコアよりも少し下回る結果となっ

た。 

 

調「数量や図形についての知識・理解」の観点が、標準スコア

よりも下回る結果となった。 

 

・作図の方法やコンパス、分度器の扱い方の理解が不十

分だったり、理解していても、上手く扱うことができ

なかったりすることがある。 

 

 

・図形の指導においては、定義や性質、作図の学習の時間を確

保し、習熟を図る。また、学習した図形を切り取らせたり、

敷き詰めさせたりするなど、操作的活動を取り入れる。活動

を通して、図形への理解を深めていく。 

 

・図形の指導では、操作的活動やＩＣＴ機器を活用して図形

の性質や作図方法を適宜指導したことで、理解が深まっ

た。今後も、日頃の授業の中で、前単元までの復習を取り

入れながら指導していき、定着を図る。 

 

・家庭学習で、計算の学習を適宜取り入れて指導してきたこ

とで、ケアレスミスや誤答が少なくなった。今後も、家庭

学習や日頃の授業の中で、適宜計算の学習を取り入れて、

児童の実態を把握しながら理解が深まるよう指導してい

く。 

・操作的活動やＩＣＴ機器を活用した作図指導に適宜

取り組んだことが、理解を深めることにつながった。

さらなる学習内容の定着を図るため、継続して指導

する。 

 

・授業と家庭学習で計算の学習に取り組んだことによ

り、習熟を図ることはおおむねできた。今後も、児童

の実態をしっかりと把握しながら指導を重ね、理解

がさらに深まるよう指導する。 

６ 

国語 

調昨年課題であった段落構成で文章を書く力は目標値、全国正

答率よりも上回っており、力がついてきたことが分かる。し

かし、『自分の意見を明らかにして文章を書くこと』が若干下

回る。 

 

 

 

 

学相手や場面において表現を変えることが苦手な児童が見られ

る。 

 

・１年間、日記指導を続けたことにより、段落構成を考

えて書いたり、書きたい題材を集めたりする力はつい

てきた。第６学年では、自分の考えの根拠を明らかに

して書く力をさらに伸ばしていきたい。 

 

 

 

 

・話し言葉や書き言葉の表現の違いや、敬語などを適切

に用いることができていない児童がいる。 

・アイデアを出したり、考えをまとめたりするときは、図や表

を用いて考えさせる。また、文章構成シートやふせんを活用

して、自分の考えを整理し、読み手を意識した表現ができる

よう指導する。 

 

 

 

 

・国語の言葉の学習の単元では、ロールプレイなどを交えて

相手や場面に合わせた言葉遣いについて丁寧に指導してい

く。 

・図や表を用いて考えさせたり、文章構成シートやふせんを

活用して文章を書かせたりしたことで、人により様々な考

えや表現があることを理解させることができた。今後も継

続して指導するとともに、読み手への意識をさらに高めら

れるようにする。 

 

 

 

・ロールプレイなどを交えて敬語の適切な使い方について学

習したことで、適切な言葉遣いについての理解を図ること

ができた。日常生活の場面でも、継続して指導していく。 

・説明文や意見文を書く活動では、友達との交流を通

して、自分の考えを深めさせることができた。また、

文章の構成メモを作ることによって、どのような構

成にすると自分の考えをより効果的に読み手に伝え

ることができるのかを考えさせたことで、自分の考

えを文章に分かりやすく表わすことができる児童が

増えた。 

 

・尊敬語、謙譲語、丁寧語の区別に課題がある児童が見

られた。残りの期間で復習をし、次年度も引き続き

指導し、内容の定着を図っていく。 

算数 

調「数と計算」の領域で全国・目標共にスコアを下回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学分度器やコンパスなど、用具の操作に課題が見られる。  

・『小数のかけ算・わり算』、『分数のたし算・ひき算』

の技能の定着が不十分である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・三辺の長さを使って、合同な三角形を作図することが

定着していない児童が見られる。 

・小数や分数の概念を、ＩＣＴ機器を活用して理解の定着を

図る。また計算の仕方を、ＩＣＴ機器を使って拡大提示し、

授業や家庭学習において反復練習を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

・用具の操作のポイントをしっかり示し、苦手な児童には個

別指導をする。 

・小数や分数の概念を、ＩＣＴ機器を活用して指導したり、

授業や家庭学習で適宜計算に取り組ませたりしたことによ

り、理解の定着を図ることができた。今後も継続して指導

していく。 

 

・『速さ』や『体積』の学習の中でも、計算等、ケアレスミ

スが見られた。計算への理解・習熟をさらに図るよう、引

き続きＩＣＴ機器を活用して指導を続けていく。 

 

 

・習熟度別に分かれ、児童の実態に応じて用具の操作のポイ

ントの指導をすることで、作図への技能や理解を高めるこ

とができた。3学期の復習の時にも実態に合わせたグルー

プ編成を行い、指導していく。 

・年度末の学習のまとめでも小数や分数の解き方につ

いて触れたり、家庭学習でも取り組ませたりしたこ

とで、定着を図ることができた。 

 

 

・『速さ』や『体積』の学習では、換算の定着がまだ不

十分な児童が見られた。そのため、単位カードを使

い、ゲームを通して理解を深められるようにしたこ

とで、楽しみながら理解を深めることができた。 

 

・実態に合わせたグループ編成をして指導したことに

より、用具を使った作図については、おおむね身に

付けることができた。残りの期間で復習をして、さ

らなる定着を図っていく。 

音
楽 

学・歌唱を好み、大きな声で楽しんで歌っている。 

 ・鍵盤ハーモニカ、リコーダーにも興味をもち、意欲的に取り組んでい

る。 

・リズムを読み取る体験が少なく、拍の流れを意識する

習慣がさほどない実態がある。 

 

 

 

・階名読みのできる児童とそうでない児童に差があり、

階名読みにふれる機会が少なかった実態がある。 

・拍の流れにのってリズムを読んだり、体を動かしたりする

活動を多く取り入れていく。 

・学習する曲の一部分を少しずつ読んだり、リズム打ちをし

たりすることにより、楽譜に親しめるように配慮する。 

 

・階名と実際の音とのつながりを意識して、繰り返し感得し

ていく活動を取り入れていく。 

・拍の流れに乗ってのリズム読みが、滑らかに読み進められ

るようになってきた。 

・楽曲の一部分を取り出して読んだり、単音を読ませたりす

る経験を重ねたことにより、教科書の楽譜読みがスムーズ

にこなせるようになってきている。 

・各学年、音符の読み方を指導し、全員で考える機会を多く

もったことにより階名読みに慣れてきた。 

・１年生はリズムに重点を置いて、拍感に慣れ親しむ

よう、手遊びや身体を動かしてのリズム表現などを

行い、拍の流れに乗れるようになってきた。中学年

は拍の流れに乗ってリコーダーや楽器を演奏する機

会を設けて、楽器の奏法の基本を学習することがで

きた。高学年は、学年全体合唱や合奏なども通じて、

仲間合わせることの楽しさや喜びも経験させること

ができた。 

・全学年、階名読みを全員でする時間をもち、苦手意識

をやわらげ少しずつ読むことに慣れてきている。 



図
工 

学 ２年生 

・図工室での決まりを指導し、覚え始めている。 

・絵の具は水で薄めて塗るなど、絵の具の使い方の再確認が必要な児童も

見られる。 

 

 

 

学 ３年生 

・図工室での決まりを指導している。 

・自由な発想を出せる児童が多い。 

 

 

 

 

 

 

学 ４年生 

・集中して静かに説明を聞く姿勢が見られる。 

・自信が無かったり、意欲を持続できなかったりする児童がいる。 

 

 

 

学 ５年生 

・授業の時間を守って行動することを指導している。 

・工具の扱いは概ねできている。 

 

 

 

 

 

 

学 ６年生 

・図工室での決まりを指導している。 

・絵画の描写力は比較的高い。 

２年生 

・絵の具やステープラーなど、図工で使用する基本的な

用具の扱いを覚えることが課題である。 

 

 

 

 

３年生 

・自由な発想から作品作りができる反面、集中力が持続

しない児童も見られる。一つの課題に対して粘り強く

取り組むことが課題である。 

 

 

 

 

 

４年生 

・写実的な描写に対して自信をもって取り組めない児

童が見られる。 

 

 

 

５年生 

・時間を守って行動できる。作品作りに積極的に取り組

む児童が多い反面、消極的になってしまう児童も見ら

れる。 

 

 

 

 

 

６年生 

・絵を描くことに対して、積極的に取り組む児童が多い

反面、写実的な絵の場合、他者と比べてしまい積極的に

取り組むことが難しい児童も見られる。 

２年生 

・様々な素材や材料に取り組ませることにより、体系的に経

験量を増やしていき、児童が意欲をもって取り組める教材

を提示する。 

 

 

 

３年生 

・単調な作業の繰り返しにならないように、変化の見られる

素材を提示する。 

・平面と立体を交互に取り組ませるなど、児童の意欲が高ま

る教材の提示をする。 

 

 

 

 

４年生 

・写実的な絵画だけではなく、様々な素材の教材を提示する。 

 

 

 

 

５年生 

・児童の実態に合った題材に取り組ませ、作品作りの喜びを

感じられるように授業を展開する。 

 

 

 

 

 

 

６年生 

・写実的な絵画だけに取り組ませるのではなく、自由な発想

が出てくる工作などにも取り組ませる。 

２年生 

・児童の実態に合わせた教材を提示したことにより、意欲的

に学習に取り組ませることができた。今後も継続して行っ

ていく。 

・様々な用具について系統立てて触れさせていく。 

 

 

３年生 

・変化の見られる素材や、学習計画を工夫したことにより、

児童の意欲を高めることができた。今後も児童の興味関心

を引きつけられるような題材を扱う。 

 

・のこぎりや金づちなど、習熟が必要な道具に徐々に触れさ

せる。 

 

 

４年生 

・モダンテクニックなど、偶然の生み出す美しさを題材とし

た表現を行ったことで、意欲的に取り組む児童が増えた。 

 

・木工作に対しても高い意欲があるので、ある程度高い技能

の題材にもチャレンジさせていく。 

 

５年生 

・学習を通して、作品作りの喜びを感じさせることができ

た。 

・見通しを持った活動がよりスムーズにできるように、ワー

クシートや図、表示などを多用して指導する。 

・集中力をより高めていくため、要求技能の高い課題を適時

取り入れる。 

 

６年生 

・学習計画を工夫したことにより、児童がより一層、意欲的

に取り組む様子が見られた。 

・児童自身が課題を選択できるように教材の準備をし、作品

作りに対する意欲をさらに高めていく。 

２年生 

・児童の実態に合わせた教材提示により、児童が意欲

的に学習に取り組むことができた。 

 

・カッターナイフなど刃物の扱いについて習得させる

ことができた。 

 

３年生 

・絵の具や工作用紙、粘土など様々な用具に関心をも

たせ、意欲的に様々な題材に取り組ませることがで

きた。 

 

・のこぎりや金づちなど、様々な用具に触れさせなが

ら、安全に作業するための決まりなどを習得させる

ことができた。 

 

４年生 

・写実的な絵画のほか、マスキングテープ等を用いて

抽象的なデザインの絵画にも触れさせたり、紙を使

ったはりこや、紙粘土、木工作等、様々な素材の工作

に触れさせたりして、興味・関心を高めることがで

きた。 

 

５年生 

・写実的な絵画やデザイン的な絵画等、様々なタイプ

の表現に挑戦することができた。 

・綿棒や針金を使った工作等様々な材料を使った表現

をすることができた。 

  

 

 

６年生 

・児童がそれぞれの習熟度に応じて用具を使い分け

て、絵画的な表現をすることができた。 

・グループ活動で役割分担をしながら、紙のはりこで

大きなオブジェを作ったり、12年後の自分を想像し

て人形を作ったりするなど、児童が自分の習熟度に

応じて課題を選び、自分らしい表現をすることがで

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。   


