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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。

・東京ベーシック・ドリルなどを活用して、基礎・基本の定
着度を定期的に調査している。繰り返し似た問題に取り
組むことで少しずつ定着してきているが、前学年までの
既習事項が身に付かず、新しい学習の習得には課題が
ある。習熟が十分でない段階まで戻って、練習問題をす
る等の指導を継続していく。

・立体の鑑賞の機会を保証するとともに、平面作品や身
近な芸術作品なども対象とした様々な鑑賞の機会を設
け、鑑賞そのものへの興味を高める。
・4月に比べて友だちの良さを認める児童が増えてきた。
表現する意欲につなげるように発言等を取り上げたこと
で意欲的に制作する児童が増えた。

・授業中に声を掛け続けることで、児童が意識をしながら
歌うことができるようになってきた。引き続き聞き合うこと
を意識させていく。
・音楽の言葉と感じたことを１つずつ結び付けていくような
活動を取り入れたことで、話せる児童が増えてきた。
・リコーダー指導では、指運を確認しながら少しづつ演奏
できる部分を増やしていくスモールステップでの指導を継
続していく。

・問題を確実に把握しないまま、問題に取り組む児童が
いる。どこでつまずいているのか、一緒に確認し、取り組
ませていく。
・道具を活用する活動（定規で線を引く、コンパスを使う
等）を今後も取り入れていく。また、定規等の学習道具を
しっかり揃えておくように、保護者と情報を共有し、引き続
き指導していく。

・小グループの中で自分の考えを説明する機会を取り入
れているが、友達に自分の考えを伝えることに課題があ
るので、話型のひな形を示し、取り組ませるようにしてい
る。
・計算力が定着しているが、繰り上がりや繰り下がりが十
分定着していない児童には、10の合成分解の課題を練
習させる。反復練習により、かけ算の定着を目指す。

・お話を作ったり、感想を書いたり自分の考えを文章に表
す機会を多く作ることによって、少しずつ文章を書く力が
付いてきている。
・スピーチ大会を行ったことによって、相手に伝わるように
話す力や興味をもって聞く力が着実に身に付いてきてい
るが、大切なことを落とさずに聞くことの練習を積み重ね
ていく必要がある。今の話で大事なことな何か発言させ
たり、ノートに書かせたりしながら、定着させていく。
・小グループでの話し合い活動で伝える力は定着してき
ているので、継続して取り組んでいく。

・立式の根拠を明らかにするように指導したことで、テー
プ図やアレイ図、言葉の式などを使って自分の考えを表
すことができる児童が増えてきた。
・授業の時間に簡単な計算問題に取り組んだり、計算ド
リルの問題を解いたりすることで既習事項の定着を図っ
ている。
・問題を正しく捉えることは、まだ課題がある。聞かれて
いることや指示を正確に理解できるように声を掛けてい
く。

・漢字の小テストを定期的に行うことで児童が計画的に
家庭学習に取り組むことができている。しかし、定着には
課題がある。そのために直しを徹底させる。
・文章を書く際には、見直しをして既習の漢字が使えてい
るか確認するように、指導している。
・挙手をして発言する児童が増えてきている。話型を引き
続き示し、児童が自信をもって発表できるように今後も指
導していく。

・言葉の意味を調べる習慣は身に付き始めている。
・習った漢字を日常的に使うように指導を継続している。
・漢字の練習をこまめにチェックすることで、定着度が改
善し始めている。
・相手の目を見て話を聞くことにまだ課題があり、聞き方
について指導を続けている。
・漢字を正確に丁寧に書くことに課題はあるので、個人面
談等を活用して保護者に協力を依頼する。

・わり算の筆算などで計算の習熟を図り、計算力の向上が見ら
れた。
・位取りなど丁寧に取り組む態度が身に付きつつある。
・間違いをすぐ直す習慣を身に付けるには、まだ課題があり、指
導を続けている。

・既習漢字を使ったり、丁寧に文字を書いたりするように
声かけしている。今後も繰り返し、児童一人一人の課題
に応じて常に声を掛けていくようにする。
・板書を正確にノートに記録しようとする児童が増えてき
ているが、授業に向かう姿勢については引き続き指導し
ていく。

（様式1）
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（学）新出漢字を丁寧に書こうという意識が高いが、既
習の漢字を活用し、文章を書くことが苦手な児童がい
る。
（学）読書量には個人差がある。語彙力、登場人物の
気持ちを読み取ることに課題がある児童が多い。
（調）自分の気持ちや考えを表現することに課題があ
る児童が多い。

・文章の読み取りに課題がある。登場人物
の感情を読み取ったり、関係性を理解したり
することに苦手意識を感じている児童が多
い。
・自分の考えを文章や言葉にして表現し、相
手に分かりやすく伝えることに課題がある。
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(調)本校の正答率は73.8%と全国を1ポイント、区を
2.2%下回っている。観点別にみると、すべての観点に
おいて区平均を下回っている。全国平均の下回った
観点は、知識・理解・技能と言語事項である。
（学）新出漢字を丁寧に書こうという意識がある児童も
いるが、既習の漢字を活用し、丁寧に記録をまとめる
ことに課題がある児童が多い。

・日々の授業の板書を正確に記録すること
ができない児童が多い。また、記録に時間
がかかるため、まとめきれない児童も多い。
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（調）　教科全体の正答率は全国を2.5ポイント、新宿
区を0.4ポイント上回っている。観点別に見ると、特に
「書く能力」「読む能力」共に２ポイント以上、上回る結
果となった。しかし、「話す・聞く能力」は区平均では、
３ポイント以上、下回っている。
（学）　発表する時の声の大きさが小さく、自信をもっ
て発言することが難しい児童が見られる。
（学）　小テストの結果を見ると、新出漢字の定着に個
人差がある。

・漢字の習得に個人差がある。
・自分の考えを説明することに、苦手意識を
もっている児童が多い。
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・平仮名や、漢字の学習を意欲的に取り組んでいる。

学習状況の分析（10月）

学習状況の分析（４月） 課　題（４月）

・数に興味をもち、意欲的に取り組んでいる。
・数を５や１０のまとまりとして捉えることが苦手な児童
がいる。

・相手の声をよく聴き、合わせて歌うことに個
人差がある。
・工夫して歌うための音楽的な基礎知識が
身についていない。
・器楽の技能に個人差がある。

・歌う時には「相手の声をよく聴く」、「正しい音程で歌う」こ
とを意識するよう、常に声を掛けながら歌う活動を行う。
・授業で習った音楽の言葉を使って話すように指導する。
・スモールステップでの器楽指導を行ったり、児童同士の
教え合いの場面を増やす。

・友だちや自分の作品について、よさを感じ
取ったものを、自分の言葉で表す力に課題
がみられる。
・様々な作品に触れる機会が少ないため、
主体的に表現しようとしない児童もいる。

・鑑賞の時間を十分にとり、感想を話し合い、感じたことを
カードに書く。また評価の際に良いところをほめるなど
フィードバックすることにより、鑑賞の視点を育てていく。
・表現する意欲を高めるために、材料・環境・友だちの表現
と出合う場面の設定を工夫し、感性や想像力を活性化させ
る。

・創造する楽しさを感じ、表現する基礎的能力が高い児童が
多い。
・身近な芸術作品について自分なりの見方や感じ方をもって
それを自分の言葉で表現する力が十分ではない。

（学）どの学年も基本的に音楽の学習に対する意欲は高い
ので、歌ったり演奏したりすることに意欲的に取り組む児童
が多い。
（学）歌うことには意欲的だが、声をそろえたり丁寧に歌った
り工夫して歌ったりすることができない児童もいる。
（学）器楽では苦手だと諦めたり、活動をやめてしまう児童が
いる。

・朝読書や国語科の並行読書を通して、文章の構造や登
場人物の気持ち他を読み取る学習を積み重ねていく。図
鑑や絵図が多い本を好んで読む児童が多いが、意図的に
文字数の多い本を読む機会を増やし、活字に触れられる
ようにする。
・授業感想や日記に取り組ませ、自分の思いや考えを書く
ようにする。また、ペア学習を通して、自分の考えに自信を
もたせて、全体へ広げる活動を行う。
・一年間を通して相手に分かりやすく伝える力を育てるた
め、スピーチやディベート等、対話や表現する機会を多く作
る。

（学）課題に対して、意欲的に取り組む児童が多い。
（学）積極的に発言する児童に偏りがある。ワークテ
ストなどでは、集中して課題に取り組むことができる
が、計算間違いなどの小さなミスがとても多い。
(学）形の変化や、図形の見えていない部分をイメージ
することができない児童が多い。
（調）文章題の意味を正しく理解できていない。
（調）数量や図形についての知識理解が十分でない。

・知識理解の習熟度に個人差がある。
・数量や図形についての図形の作図や、文
章問題から立式することが課題である。

・計算ドリルを繰り返し取り組ませ、基礎基本の定着を図
る。
・授業始めに、簡単な計算を継続的に取り入れていく。
・具体的な操作活動や、図を用いた説明を多く取り入れ
る。
・問題解決を中心として授業展開をし、自分の考えを相手
に伝える場面を増やす。

・国語科単元「私と本」や読書感想文を書く学習を通し
て、活字の多い本を読む機会を増やすことができた。引
き続き日常的に多くの活字を読む習慣を付けさせていく。
・１単位時間ごとに学習のまとめを書いたり、学習感想を
書いたりする活動を続けている。文を書くことが苦手な児
童がいるので、短くてもよいから文章で表現する経験を
増やし、慣れさせていく。
・教師の発問やテストの問題等、聞かれていることに正
対して答えることができないという課題がある。「理由」を
問われた時には、「～だからです」で発言を終える等、文
末表現に気を付けるように指導していく。

・文章を書く際は既習漢字を使うよう、常に声を掛ける。
・丁寧に落ち着いて文字を書くよう、常に声を掛ける。
・板書などを上手にまとめている児童のノートを紹介する機
会を増やし、丁寧に取り組むことのよさを感じられるように
する。

(調)本校の正答率は72.6%と、全国平均を0.6%下回っ
ている。観点別にみると、数と計算は全国と区平均を
上回っているが、量と測定、数量関係、図形において
は全国と区平均を下回っている。
(学)積極的に発言する児童に偏りがあり、問題を早と
ちりして取り組む児童が多い。。
(学)定規などの算数教具を扱うことが苦手な児童が
多い。

・問題を確実に把握せず、問題に取り組み、
間違える児童が多い。また、立式することが
できない児童がいる。
・算数の教具を正しく扱うことができず、作図
ができない児童がいる。

・題意を把握できるように、落ち着いて課題に取り組むよ
う、常に声を掛ける。
・問題の構造理解力を高めるため、中心となる課題に線を
引くなどの活動を取り入れる。
・算数以外の学習でも、定規を使用して直線を引くなど道
具を活用する活動に取り組む。
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（調）全国平均より２．２ポイント高いが、区平均とは同
じである。観点別でみると、話すこと聞くことと言語事
項全国平均より低い。
（学）字形を整えて書くことができない児童が多くい
る。
（学）話を聞く習慣が身に付いていない児童が多くい
る。

・言語に関する基礎基本の定着に課題があ
る児童が多い。
・話の内容の中心を理解して聞こうとする態
度に個人差が見られる。

・国語辞書を使い、言葉の意味を調べる習慣を付ける。
・日常生活の中で、習った漢字は必ず使うように指導す
る。
・漢字の練習をこまめにチェックして指導する。
・相手の目を見て話を聞くなどの基本的な生活習慣を付け
る。
・家庭との連携を図り、漢字を正確に丁寧に書く習慣を付
ける。

（調）本校の正答率は７３．１％と、全国平均を０．２ポ
イント、区平均を２．１ポイント下回っている。観点別に
みると、すべての観点において区平均を下回ってい
る。全国平均の下回った観点は、量や図形の技能と
数と計算である。
（学）問題を解くと計算ミスをする児童が多い。

・基礎基本的な技能や知識・理解が定着し
ていない児童が多い。
・多くの課題に対して正確さに欠けることが
多くあり、間違えてしまう児童が多い。

・図形や数と計算の単元では、１時間習熟の時間を設け、
作図や計算の習熟を図る。
・定規を使って直線を引く練習をさせたり、位取りをそろえ
て筆算の計算を書いたりなど、丁寧に問題に取り組ませる
ことが必要である。
・計算ドリルなどの課題に自ら向き合い、間違いをすぐに直
す習慣を付ける。繰り返し計算ドリルを復習させる。家庭と
の連携を図る。

（調）　問題の内容別、領域別、観点別の正答率がど
れも全て、区平均よりも下回った。特に、観点別に見
ると、知識理解が６ポイント低い。
（学）　答えは出せるが、答えを出すまでの過程を説
明すれことができない児童が多く見られる。また、計
算ミスも多く、見直しや確かめ算が不十分である。
（学）学習してから時間がたつと、学習したことを忘れ
てしまう児童が見られる。

・既習事項の定着に個人差がある。
・問題を正確に読まずに、問題に取り組んで
しまう。

・数量関係をテープ図やアレイ図で正確に表して、深く考え
ることができるように指導する。
・毎回、授業の最初の時間に、簡単な計算問題に取り組
み、計算能力を伸ばす。繰り返し、計算ドリルに取り組ま
せ、既習事項の定着を図る。
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（学） 新出漢字練習や学習、読書に対して意欲的に
取り組もうとしている児童が多い。
（学） 文字の定着、ひらがなの字形、「てにをは」や小
さい「つ」を文章の中で正しく使うことの定着には個人
差が見られる。

・自分の考えを分かりやすく文章に表した
り、正しく文章に表したりすることに課題があ
る。
・相手に伝わるように話し、大切なことを落と
さずに聞くことに課題がある児童がいる。

・様々な教科で自分の考えをもたせ、文章化する機会を多
く作る。
・一年間を通してスピーチを行い、相手に伝わるように話す
力、興味をもって聞く力を身に付ける。
・授業の中で、ペアの話し合い活動を設定し、分かりやすく
「聞く」「話す」力を育てていく。

（学） 繰り上がりのたし算、繰り下がりひき算の定着
には個人差が見られる。特に定着に時間がかかる児
童への指導は、今後も引き続き個別支援をしていく。

・基本的な計算はできるが、考え方を説明す
ることに苦手意識をもっている児童が多い。
・基本的な計算能力が定着していない児童
がいる。

・問題解決型の学習を取り入れ、自分の考えを小グループ
の中で説明する機会を多く作る。
・習熟度別少人数指導を行い、定着に時間を要する児童
に対して繰り返しの学習を通して、計算問題が定着するよ
うにする。また、計算の説明ができるように取り組む。

①互いが自分の意見を伝えやすい学級の雰囲気を作り、互い
に認め合うことができるようになってきている。ＩＣＴ機器等の効
果的な活用を一層進めるようにする。
②地域協働学校運営委員会を中心にして保護者・地域と連携
し、多様な教育活動を展開することができるようになった。

①各教科において問題解決型の学習を実践し、隣同士や小グ
ループでの話し合いの場を多くして、対話を通して学び合うこと
ができてきた。

・漢字の小テストを定期的に実施する。また、間違った字を
繰り返し練習させ定着させる。
・文章を書く際は、既習した漢字を使うように常に声をかけ
る。
・話型を示し、児童が自信をもって発表できるように支援す
る。

中
間
評
価

最
終
評
価

改善のための取組み（４月） 最終評価（２月）中間評価・追加する取組み（10月）

最終評価（２月）

・自分のことを伝えることはできるが、相手の
話に興味をもって聞くことができるように指導
する必要がある。
・書く活動では、多様な支援を必要とする。

・ペアやグループを意図的に組んで話したり、聞いたりする機会を
多く作っている。
・音読やプリントなど、家庭学習とリンクさせて宿題を出し、家庭に
も協力していただいている。
・日常生活で体験したことを作文にする活動を継続的に取り入れ
る。
・聞き方・話し方が身に付くように話型を示し、計画的に繰り返し
指導している。話す人の方を見て話を聞く指導を継続して行う。
・多くの本に触れ語彙を増やすために、日常的に読み聞かせを
行ったり、学校図書館の活用や気軽に本を読んだりできるよう
に、学級文庫を充実させる。

・数の合成・分解の理解を深められるよう指
導する必要がある。
・考え方や学習のまとめをノートに書けるよう
指導することが課題である。

・実物投影機を効果的に使う等して、ノートの書き方等について細
かく指導する。また、児童にとって分かりやすい板書になるように
大きく丁寧に文字を書くように指導する。
・具体物やブロックの操作活動や図で考えるなどして数学的な考
え方を身に付けるための活動を多く取り入れる。
・自分の考えをもたせるため、まずは自力解決の時間を確保し、
自分の意見を考え、友達に伝えたり、自分や友達の考えをノート
に書き写したりする学習活動を行う。

課　題（10月） 改善のための取組み（10月）

重
　
点

①問題解決型の学習、自ら主体的に考え、対話を通して学び合う場面を多く
設定し、積極的に表現できるようにする。
②授業のユニバーサルデザイン化を推進し、自分に合った多様な学びへの
授業改善と、児童一人一人が分かりやすい授業づくりを展開する。

①「話す」「聞く」を基本とした学習規律を維持し、互いに認め合い励まし合え
る学級づくりを進めるとともに、ＩＣＴ機器等を効果的に活用し、学習効果を高
める。
②常に保護者・地域と連携し、教育環境を整え、児童が安全安心に学びに向
き合い、自ら考え行動する教育を推進する。

授業づくり

環境づくり


