
■ 学校の共通目標 

授業作り 重 

点 

○どの子も分かる授業のユニバーサルデザインを進める。 

○アクティブ・ラーニングを積極的に取り入れる。 

 
最
終
評
価 

 

環境作り 
○温かな雰囲気（認め合う、高め合う）の学級経営を基盤としていく。   

■ 学年の取組内容 

 

１ 

国語 

学 「読むこと」では、平仮名５０音の学習を始めるとともに 

 繰り返し教科書等の音読を行い、練習している。６割程度は、 

５０音を覚え読むことができている。 

学 「書くこと」においては、一文字ずつ丁寧に練習を行い、 

言葉を見つけるなどできる。 

  

○仮名５０音をまだ読むことができなかったり、拗音、

発音、促音等も含め、語のまとまりで読んだりするこ

とが難しい。 

○「書くこと」においても、読むことと同様に言葉を書

くことに時間がかかったり、書き順や字の形が上手に

取れなかったり等、習得状況が厳しい。 

○「話すこと・聞くこと」では、先生や友達の話を最後

まで聞けるよう、繰り返し指導している。 

○「読むこと」では、読み方を変えるなどして音読を繰り返し

行い、語のまとまりで読めるようにする。 

○書き始める前に全体で確認したり、見本を書いたりして、一

人一人が自信をもって書くことができるようにする。 

○家庭学習で反復練習ができるようにする。 

○聞くことを意識できるように掲示や声かけ、「○○タイム」

などを作り、身に付けていけるようにする。 

 

 

算数 

学 ０から１０までの数字の大小は理解できている。 

学 数量感覚としては８割程度の児童がもてている。 

 

 

○１０までの数量感覚についてブロック等を使用する

などして身に付けていく。 

○たし算やひき算を確実にできるようにする。 

○ブロックや絵、図などを使い、たし算やひき算を確実にでき

るようにする。 

○スキルやプリント等を活用し、反復練習をする。 

 

 

２ 

国語 

学 「書くこと」では、9 割の児童が自分の思いを簡単な文で

書くことができる。しかし、撥音便や促音便を正しく使え

ていない、誤字脱字が多く、片仮名の定着も、全体的にまだ

不十分である。 

学 ひらがなは、すべての児童が習得している。1 年生の既習

漢字は約 9 割の児童が身に付けている。 

○「話すこと・聞くこと」では、人の話を最後まで静か

に聞く姿勢を身に付けること。 

○「書くこと」では、自力で正しい文を書くこと。 

○「漢字・言語」では、正しく丁寧に文字を書くこと、 

 2年生の漢字を積み残しなく覚え、正しい筆順で書く

こと。 

○話し手の目を見て話を聞かせることを徹底する。他の教科

等においても意識させる。 

○文を書いたら、必ず読み直しをする習慣を身に付けさせる。 

○週 1回、日記を宿題に家庭学習で取り組ませる。 

○可能な限り、漢字テストを行い、繰り返し書かせる。 

○片仮名の復習プリントを定期的に行い、定着を図る。 

 

 

 

算数 

 

学 ノートの書き方については、定着しているが、自分の考え

や図や言葉で説明することが難しい児童もいる。 

学 数量感覚が乏しく、繰り上がり繰り下がりの計算や、時計

の読み方が難しい児童が数名いる。 

 

○筆算では、定規を使い、位取りに気を付けて計算する

こと。 

○考え方を図や言葉で適切に表現できること。 

○図や絵で自分の考えを説明できるようにすること。 

○自分の考えを言葉で発表できる場を積極的に設ける。 

○筆算の練習の際には、必ず定規を使用する習慣を身に付け

させ、位を意識させるようにする。 

○友達の考えを説明させ、表現する練習を意図的に取り入れ

る。 

○タイル図、絵の書き方を復習しながら自分の考えを表現で

きるようにする。 

○繰り返しの計算練習を行っていく。 

 

 

３ 国語 

調 国語全体の正答率が、区・全国ともに平均を下回っている。 

調 漢字の読みはどの児童にも十分に定着しているが、漢字の

書き取りは児童によって定着のばらつきがあり、全国平均

をやや下回っている。 

調 説明文の読み取りは、全国平均を４.７ポイント上回ってい

るが、物語の読み取りは、全国平均を７ポイント下回って

いる。 

学 学習への意欲は高い児童が多いが、集中して学習に向かう

姿勢が取れない児童が一定数いる。 

○叙述をもとに登場人物の気持ちや場面の様子を想像

して読むこと。 

○自分の意見や感想など伝えたいことが伝わるように

「はじめ・中・おわり」を意識して書くこと。 

○既習漢字を正しく使って書くこと。 

○物語の読み取りでは、注目すべき表現に線引きをし、その叙

述をもとに想像することをくり返し指導する。 

○「はじめ・中・おわり」に基づいた構成メモを作成し、文章

の組み立てを意識して書くことを指導する。 

○どの教科においても既習漢字を使って書くことを徹底す

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】                                      新宿区立牛込仲之小学校

小学校 

（様式 1） 



算数 

調 算数全体の正答率が、区・全国ともに平均を下回っている。 

調 大きな数は、全国平均を４ポイント下回っている。 

調 かけ算の計算の正答率は、全国平均をやや上回っているが、

かけ算を用いた文章題の正答率は、全国平均を８ポイント

下回っている。 

学 学習意欲は高い児童が多いが、数量感覚や既習事項の定着

度は児童によって大きく開きがある。 

○文章題の題意を読み取り、図や表を使って整理し、正

しく演算決定すること。 

○計算処理のみではなく、数量感覚をもって計算し、誤

答に気付くこと。 

○文章題の場面を板書で視覚化し、場面の様子を捉えられる

ようにする。 

○文章題を読みながら、問われていることが分かる部分に線

を引き、演算決定をするよう指導する。 

○数量感覚を養うために、長さや重さ、かさの学習では、実際

に図ったり手で持ったりする活動を十分に行う。 

○誤答に気付く力を養うために、大きな数の計算では、答えの

おおよその数の見当を付けるよう指導する。 

 

 

４ 

国語 

調 領域「話す・聞くこと」については全国及び新宿区の平均

より８ポイント近く低い。 

調 領域「書くこと」については、国及び新宿区の平均よりや

や低い。 

学 漢字の学習では学習意欲は高いが、字形のバランスや、は

ね、とめ、はらいなどを正確に書こうとする意志が低い状

況である。授業中の様子からは、話者の方を向いて最後ま

で話を聞くことに注意散漫な児童が多い。 

○話者の方を向いて最後まで話を聞くこと。 

○字形のバランスを整え、とめ、はね、はらいなど正確

に書くこと。 

 

○クラスのみんなの前で、話す時間を朝の会などで設定し、身

近な話題を通して、聞く楽しみを味わわせ、聞く耳を育て

る。１学期の内に、話者の方を向いて話を聞く態度を育て

る。 

2 学期以降は、状況に応じて、教師だけでなく、友達の方

を向いて話をしたり、聞いたりできるようにする。 

○毎日の授業で、新出漢字を学習する際に、筆順、とめ、はね、

はらいや字形について指導し、練習する時間を設ける。 

 

 

算数 

調 どの観点においても目標値および全国平均を上回っている

が、正答率 50%未満の児童が約１割程度あり、底上げを図

る必要がある。 

学 自分の考えを表現することに苦手意識があり、さらに表現

方法がやや乏しい児童がいる。 

○知識のみならず、量感を伴った理解を深めること。 

○課題解決の過程で、手順通りに進めたり、正確な処理

をしたりすること。 

○多様な方法で考えを表現し、説明できること。 

○実際に図ったり、比べたりして、児童が量感を実感できる生

活に根差した算数的活動の時間を増やす。また、課題解決の

過程では、児童に学習到達時のゴールイメージをもたせる

よう、授業づくりをする。 

○友達の考えを読み取ったり、自分の考えに取り入れたりで

きるよう、交流する場面を充実させる。 

 

 

５ 

国語 

調 どの観点においても目標値および全国平均を上回っている

が、正答率 50%未満の児童が約 6割あり、底上げを図る必

要がある。 

学 集中して話を聞くことができる。考えをまとめる力はある 

  が、より深めることに関してどのようにすればよいのか自

信がない児童が見受けられる。 

○「書くこと」では、自分の考えを順序立てて明確にし、

どのように書くと相手に伝わるのか、表現を工夫して

書くこと。 

○「話すこと」では、自分の考えが相手に伝わるように

口形をはっきりと開けて言葉を選んではっきりと話

すこと。 

○週１回、自分の意見や提案を書くために、いろいろな情報を

集め、分類したり関係付けたりするなど吟味し検討させて

いき、スモールステップで励ましていく。 

○授業の中で音読の指導を大切にする。声を出して音読する

方法を具体的に示し、口の動きを確かめ合うなどの効果的

な練習方法を示していく。 

 

 

算数 

調 どの観点においても目標値および全国平均を上回っている

が、「図形」「関心・意欲・態度」のポイントが他観点より低

い。 

学 計算領域に関しては、計算スピードに差がある。問題解決 

  は、自分なりの方法があっても表現できない児童が見受け

られる。 

○問題解決の過程を重視し、自分の考えと他の考えを比

べて考える習慣を身に付けること。 

○既習事項を活用して学習内容に取り組めるようにす

る。 

○解き方を文章化したり、友達に伝えたりすることによって、

理解を確かなものにしていく。「全員が説明できるようにな

る。」という課題のもと、自分の言葉で人に説明できるよう

学習に取り組ませていく。 

○授業構成の中で「既習事項を活用・本時の課題スタート５

分」「伝え合い教え合い３５分」「成果の振り返り・全員達成

ラスト５分」を充実させ、児童同士の交流を通して課題を全

員達成させ理解を確かなものにしていく。 

 

 

６ 国語 

調 教科全体の正答率は 81.5％、全国を上回っている新宿区よ

りもさらに 4.5％上回っている。しかし、正答率分布を見る

と正答率 40％～60％台の児童が 9％いる。このことから、

学力差が非常に大きい。 

調 領域別の正答率では、書くこと以外の領域は 80％以上なの

に対し、書くことは 70％で低い。 

学 学習意欲が高く、スピーチや話し合う活動が好きな児童が 

多い。書く活動も多く取り入れているが、他者に伝わりや 

すい文章を書くことが苦手な児童が 20％程いる。 

○「書くこと」では、読み手に伝わるように、理由や根

拠を明確にした文章構成を考えて書くこと。 

○漢字の定着を図り、語彙力を増やしていくこと。 

○週１回、テーマを設定して作文を書く活動を行い、「初め・

中・終わり」「起承転結」の構成に気を付けたり、理由・根

拠を明確にしたりして書くことを２学期までに指導し、卒

業文集に活かす。 

 

 



算数 

調 教科全体の正答率は、69.1％と全国を上回っている新宿区

よりも 3.4％上回っている。四分位分布から、A 層が 56％

もいるのに対し、B 層が少なく、CD 層がそれぞれ 16％い

るので二極化が見られる。 

調 観点：「数学的な考え方」、領域：「量と計測」が低い。 

学 算数を苦手とする児童は、２桁以上のかけ算・わり算につ 

まずきがあるため、基礎基本の定着が必要である 

○二桁以上のかけ算・わり算、小数の計算を正確に計算

すること。 

○数学的な考え方にたくさん触れ、自分の考えを説明す

る力を付けること。 

○年間を通して授業の始めに、５分間「数と計算タイム」設

け、既習内容、基本となる計算力を確実に定着させる。 

○東京ベーシック・ドリルを活用しながら基礎・基本の定着を

図り、毎学期の診断テストの得点を上げていく。 

○単元ごとの数学的な考え方をねらいとする時間では、他者

の考え方を紹介し合う時間を設定して、数学的な考え方を

知ったり広げられたりできるようにする。 

○算数用語を確実に指導し、自分の考えを話す時間を多く設

け、３学期にはどの子も自力で説明できるようにさせる。 

 

 

音
楽 

学 音楽の要素や曲想、音楽の構造などを意識をして「聴くこと」

については、少しずつできるようになってきているが、感じたこと

を工夫して表現することに課題がある。 

学 音楽の基礎的な力が身に付いている児童は多いが、さらに高めてい

く。 

○「聴く」ことの大切さを学び、意識をして聴き、自分

が表現するときに生かすことができること。 

○各学年で求められる技能を定着させること。 

○漠然と聴くのではなく、ポイントを絞って聴いたり楽曲の

良さを意識して聴いたりすることができるようにし、自分

の表現に生かせるようにする。 

○楽器の練習などはスモールステップにし、できることを一

つずつ増やしていくようにする。 

 

 

 

図
工 

学 つくりだすことに興味を持ち、活動に積極的に取り組むこと

ができる。 

  

○自分のつくりだしたものを見て、学習課題や友だちの

作品のよいところと照らし合わせ、さらに工夫するな

ど学習の深化を図ること。 

○毎時間の目標をスモールステップにし、ひとつひとつ課題

解決することによって確実に学習の深化ができるようにす

る。 

 

 

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。   


