
■ 学校の共通目標 

授業作り 重 

点 

学習過程の各段階に適した「学び合い」の場を工夫して設定し、一人一人 

の参加を図るツールを工夫し、学びの共有化と深化を図る。 
中
間
評
価 

学び合いの場の工夫としての思考ツールの活用によ

り、対話が生まれ学びの共有化が図れている。 
最
終
評
価 

学習場面での話合いの場の設定や交流や思考ツールの活用を通

して、対話を通した学びの共有化と深化が図られた。 

環境作り 
多様な交流の場を設定し、相互評価等、児童相互がよさを認め合い高め合

う活動を工夫し、支持的風土を醸成する。 

言語活動を重視し、交流する場を意識的に設定する

ことで互いに認め合う支持的風土ができつつある。 

多様な交流の場を設定したことで、言語活動が充実し、児童相互

の理解が深まり、支持的風土が形成された。 

■ 学年の取組内容 

２ 国語 

学・話す意欲はあるが、相手や場を意識して声の大きさを調節

したり、分かりやすく内容を整えたりすることには個人差があ

る。また聞き洩らしや聞き返しをすることがある。 

・提示された文章と自分の経験した記憶とを混同してしまう面

が見られる。 

・ひな型を示しそれに沿って書くことで、ある程度のまとまり

のある文が書ける。児童によっては題材を見付けることや内容

を整理すること、既習の漢字や促音を正しく表記することに難

しさを感じる様子も見られる。 

・話を聞き、大事なことを聞きとること。 

・相手を意識し、順序良く分かりやすく話すこと。 

・何を問われているか考えながら読むこと。 

・身近なことの中から題材を見付け、相手に分かるよう 

に内容を整理し、表記に注意して書くこと。 

  

・話し手を見て、姿勢を正して聞く習慣を付けさせる。 

・良いモデル、悪いモデルを示し、どんな内容をどのように

話せばよいのかを理解できるようにする。 

・声に出すだけでなく指でたどる、アンダーラインを引くな

どをする。 

・日記指導を日常的に行う。 

・丁寧に文字を書くことを日頃から心がけさせ、自分の書い

た文を読み返し、見直しをする習慣を付けさせる。 

・聞く態度は全体的に向上し、聞きとる力も向上してきた。

十分ではない児童には引き続き意識させるようにする。 

・話すことへの苦手意識はなくなってきたが、内容の組み立

てについては個別指導が必要で日常的なスピーチなど話す機

会を増やしていく。 

・問われていることを理解し、読むことができるようになり

ワークテストやミニテスト等でも成果が出てきた。 

・日記指導に取り組んだことで、まとまりのある文章を書く

ことに慣れてきた。また、良い文例をとりあげることを通し

て、自分の文を見直すという習慣も身についてきた。 

・丁寧に書くことに課題のある児童も見られ、表記ミスもあ

るので、書写の学習を通して正しい字形や文のきまりを身に

付けさせる。 

学・調新宿区学力定着度調査では「話す・聞く」の領

域については、区平均、全国平均共に大きく上回って

いる。日常的に聞く姿勢を意識させたり、スピーチ活

動等を積み重ねたりしたことの成果だと思われる。話

の内容についても、事実だけでなく自分の考えも入れ

て話せるようになってきた。 

学・調「読むこと」の領域については、説明文は区平

均を上回っているが、物語文は区平均、全国平均共に

下回っている。大切な箇所にラインを引きながら、叙

述に即して考えながら読むことで、単元テストではよ

い点が取れるようになったが、初見の文章を読む際に

生かされていないことが分かった。 

学「書くこと」では、単元や日記指導の中で書く活動

を多く取り入れたことで相手を意識して文章を書く力

が付いた。見直しについては個人差があり、指摘され

ないと気付けない児童もいるが、意識はできるように

なってきている。 

調漢字の定着には個人差があり、特に文章の中で使え

るようにすることが課題である。 

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 

・自分の経験や考えたことを聞いてほしいという気持ちが強 

く、日常生活でもよく話そうとする姿が見られる。相手の話 

を聞こうとする意識はある。 

・基本的なひらがな・カタカナの読み書きは定着しつつあるが

字型が崩れることがある。 

・文章を読むことに慣れてきたが、その内容を正確に捉えられ

ないことがある。 

・相手や場を意識し、話すこと。 

・話したい内容を整理し、順序立てて話すこと。 

・鉛筆の持ち方、姿勢等の書く時の基本的な事項を身

に付けること。 

・文章の内容を正確に読み取ること。 

・朝のスピーチで全体の前で話すことの日常化を図る。「いつ、

どこで、だれと、どうした」など基本的な話の構造を繰り返

し指導する。 

・文字の学習には必ず鉛筆の持ち方、姿勢を全体で確認し、

机間指導で個別に声をかけるなどし定着を図る。 

・指で押さえながら読む、大事な箇所に線を引かせるなど、

１つ１つの言葉に注目して読ませる。 

 

・繰り返しのスピーチ指導や日々の活動を通し、全体の前で話すことについては抵抗が少なくなった。順序立てて話せ

るようになった。２学期後半からは「３０秒間スピーチ」にすることで、自分の伝えたいことを整理して話せるよう指

導し、少しずつ定着してきている。 

・鉛筆の持ち方は繰り返し指導しているが、声掛けをしないと直せない児童はまだ多数いる。書く時の姿勢は書初め指

導で重点的に指導し、正しい姿勢が身についてきた。今後も継続的な指導を行い、定着を図っていく。 

・読み取りの学習では、必ず毎時間学級全体で文章を音読することで、文章を読むことに慣れるよう授業を行った。確

実に読めるよう苦手な児童には指で文字を押さえながら読ませたり、授業内で線を引かせたりする活動を随時取り入れ

てきたことで文を読み取る力が少しずつ伸びてきた。 

算数 

学・加減法は概ね理解し、プリント等での反復練習で計算力は

身に付いているが文章問題の正確に読み取ることが苦手

である。 

 ・長さや図形を把握する問題を苦手と感じている児童もい

る。 

・文章問題を読みとって問題の意図を読むこと。 

・長さや図形の特徴を把握すること。 

・既習事項を使った文章題を解く際に、大切な言葉に線を引

いたり、問題の考え方を絵や図で表したりさせる。 

・ＩＣＴを効果的に活用したり実物に置き換えて考えたりす

る機会を設ける。 

・文章問題では、大切な言葉に線を引き問題の考え方を絵や図で書き表し、自分の考えを説明できるようになってきて

いる。文章問題をしっかりと読み取って、加法・減法のどちらを使えばいいのかを考えて解くことができるようになっ

てきた。 

・ＩＣＴを使って友達の考え方を見る機会を増やしたことで、友達の考えを自分の考えに生かすことができ、多様な考

えをもつことができた。数え棒やブロックを実際に数える活動を意図的に入れてきたことで、１０のまとまりを作って

計算したり数えたりすることができるようになっている。 

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】                                            新宿区立余丁町小学校 
（様式 1） 



算数 

学・既習の計算方法を理解し、正しく答えを求めることができ

る。計算の速さには個人差が見られる。問題を読み取り立式で

きるが、問題文の中に数値が表れない場合など思考力が問われ

る文章題に対しては、問題の意味を理解できず、正しく答えを

導き出すことが難しい。 

・自分の考えは多くの児童が絵や言葉を用いて表そうとしてい

るが、相手に分かるような説明ができる児童が少ない。 

・たし算、ひき算を正しく速く計算できるようにするこ

と。 

・問題の意味を正しく理解し、立式、求答すること。 

・解き方について考え、相手に分かるようにいろいろな 

方法で説明しようとすること。 

・宿題や、授業の中で繰り返し練習する機会を多くつくる。 

・アンダーラインを引きながら問題を読むことで「分かって

いること」「聞かれていること」を読み取らせる。 

・答えの求め方の助けになるよう具体物を操作させたり、図

をかかせたりする。 

・自分の考えをノートに書かせ、互いに説明させる機会を増

やす。ＩＣＴを用いて、よい説明の仕方をしている児童のノ

ートなどを紹介するようにする。 

・計算が正しく速くできるようになり、繰り返しの練習の成

果が出てきている。 

・思考力を問う文章題で、間違えることもあるため、引き続

き問題の意味を正しく読み取ることができるよう決まったパ

ターンの問題だけでなく発展的な文章題も授業の中で扱って

いく。 

・自分の考えを図や式でノートに書くことができる児童が増

えた。さらに言葉で説明できる児童を増やせるようペア学習

を取り入れ互いの良さを見付け合うことを取り入れていく。 

学・調「数と計算」「量と測定」共に、区平均、全国

平均をやや上回ってはいるが、内容別に見るとたし算、

かけ算で区平均、全国平均を下回っている。計算はで

きるが、文章題にミスが目立ち、何が問われているか

を理解して立式したり、説明したりする力には個人差

がある。計算練習だけでなく、文章題も繰り返し練習

必要である。 

・定規の目盛りを読む、定規を使って図をかく等、正確

さに欠ける児童の割合が多い。落ち着いて取り組ませ

ると同時に、用具を使いこなせるよう繰り返しの練習

が必要である。 

３ 

国語 

調・「読むこと」の領域がやや低く、特に物語文の読み取りを苦

手としている児童が多いが、平均正答率は前年度、区平均、全

国平均を上回っている。 

学・国語の学習に対して意欲的な児童は多いが、目的を明らか

にして文章を書く力が十分定着していない。 

・登場人物気持ちや様子を考えながら読むこと。 

・大事なことを落とさずに聞くこと。 

・「はじめ」「中」「終わり」の組み立てで書くこと。 

・音読の宿題に毎日取り組み、その日に気を付けて読むとき

のポイントを伝えることで場面の様子や登場人物の気持ちを

考えながら読む習慣をつけさせる。 

・「聞き方あいうえお」を使って聞く際の態度を身に付けさせ

る。 

・説明文を読み取る際には、段落のまとまりや「はじめ」「中」

「終わり」の構成を考えさせる。 

・事前に日記指導をし、書き方のポイントを伝えたうえで、

毎週、日記の家庭学習を出し、組み立てに気を付けて書く習

慣を付けさせる。 

・国語の学習で音読するときのポイントを伝え、宿題に取り

組ませた。登場人物の心情を音読で表現できる児童が増えた。 

・「聞き方あいうえお」を使って指導したことで、最後まで話

を聞くことができる児童が増えた。 

・日記は週に一度書かせているが、文章の構成や段落に気を

付けて書くことは、まだ十分ではない。国語の学習で「はじ

め」「中」「終わり」の文の構成について学習したので、日記

の宿題を出す前に構成を復習してから書くことを今後も指導

していく。 

学・調校内平均正答率は基礎・活用ともに前年度を約

９％上回り、区内平均も上回った。漢字や音読、日記

等の家庭学習を繰り返し行ったことで、基礎的な知

識・技能の定着や「はじめ」「中」「終わり」の構成

で書く力を高めることができた。 

学・調読むことに関しては区の平均を３．５％上回っ

た。物語の読解の正答率は特に高く、普段の国語の学

習で登場人物の気持ちや様子を考えながら読む活動を

行った成果が出ていた。説明文の段落の内容を読み取

る問題は正答率が低かった。 

調接続語に着目して段落のまとまりに気を付けて読む

力を高める必要がある。 

調言語の領域ではローマ字と国語辞典の問題の正答率

が低かった。ローマ字は正しい読み方を理解していな

い児童が多いので、家庭学習に取り組ませる。国語辞

典は日常的に使うよう授業でも取り入れていく。 

算数 

調・全ての領域で平均正答率が前年度、区平均、全国平均を上

回っており、算数が得意な児童の割合が高いと考えられる。「時

刻と時間」「長さとかさ」の領域にやや苦手傾向がある。 

学・算数の学習に対して意欲的な児童が多いが、習熟度に差が

見られる。自分の考えを式や言葉を使って表現することに難し

さを感じている。 

・既習事項を理解し、活用しようとすること。 

・問題をよく読み、自分の考えを式や言葉を使って表現

すること。 

・自分の考えを相手に分かるように説明しようとするこ

と。 

・家庭学習や学習タイムに東京ベーシック・ドリルを活用す

ることで、既習事項の定着を図る。 

・簡単な言葉や図を使って提示をすることで、自分の考えを

式や言葉を使って表現することができるようにする。 

・自力解決の時間を十分に取ることで、自分の考えをもち、

整理し、発表することができるようにする。 

・友達と考えを伝え合う機会をできるだけ多く設定する。 

 

・学習タイムの時間は毎時間、２年生の既習課題に取り組ま

せたことで、７月に行った東京ベーシック・ドリルの正答率

が５月と比べて１２％上がった。 

・自分の考えを式や図で表現する活動を、一単元に一度設定

した。自分の考えを発表することに意欲的な児童が増えた。 

・自力解決の時間を十分に設定するようにしたことで、自分

の考えをもつことができる児童の割合が増えた。 

・算数を苦手とする児童は考えたり考えをまとめたりするこ

と身に付ける必要がある。単元テスト８０％以上できるよう

学び合いや教師の個別支援を授業で取り入れていく。 

学・調単元に合わせた東京ベーシック・ドリルを週２

回繰り返し活用しながら、既習事項を理解させるよう

に指導したことで、基礎的な知識・技能が定着した。

校内平均８６.３％で前年度より１０.１％、区平均を

４.５％上回った。 

学・調わり算の求め方を記述する問題では、校内正答

率が目標値を下回った。算数の学習で、自分の考えを

式や言葉で表現し、分かりやすく説明させる活動を取

り入れてきたが、筋道を立てて自分の考えを話したり

書いたりする力が身に付いていないといえる。 

調評定１が２０％に対して評定２が４.６％と学力の

２極化傾向が見られる。算数を苦手とする児童のつま

ずきを事前に把握し、それに応じた個別支援を充実さ

せる必要がある。 



４ 

国語 

調・「話す・聞く」の領域は、全国平均、区平均、目標値とも上

回った。 

・「書く」の領域は平均より下回っている。 

学・構成を考えて書くことが苦手と感じている児童が多く見ら

れる。 

・相手に意識を向け、大事な事をおさえながら話したり

聞いたりすること。 

・構成を考えて、段落を意識したり、具体的な内容を考

えたりして書くこと。 

・友達の考えを聞いたり、自分の考えを話したりする場面を

各単元の中に設定する。 

・教科の学習の中で学習感想等の自分の考えを書く時間を設

ける。また、家庭学習では、その日の振り返りを３行で書か

せ、定着を図る。 

・文例や構成の型を示すなど、苦手意識をもたずに取り組め

るようにし、文章を書くことに慣れさせる。 

・ノートやワークシートに書く際は、既習漢字を使えている

かを確認し、その都度個別指導をする。 

・自分の考えを伝えたり、友達の意見に付け加えをして話し

たりすることができてきた。引き続き、友達の話をすすんで

聞けるよう学習活動を展開していく。 

・一日の振り返りでは、出来事を羅列してしまうような書き

方もあれば、友達の言動について頑張りを認めているような

書き方ができる児童もいて個人差がある。そこで、帰りの会

などに、読み手に伝わるよう詳しく書けている児童の振り返

りをモデルとして提示したり、間違えのある個所は添削した

りして、内容の充実を図っていく。 

・良い書き方をしている児童の文章を取り上げたり、教科書

の例を提示したりすることで、文を書くことが上手になって

きた。引き続き指導を続けていく。 

・漢字の定着がまだ不十分がある。８０点に満たない場合は

再テストを行ったり、繰り返しノートに書かせたりして、定

着を図る。 

 

調「話すこと聞くこと」では全国平均、区平均、目標

値ともに上回った。 

学４月から継続的に相手によって話し方や内容を考え

て話すことを意識していたことと自分の考えを明確に

話すということを指導したことが成果につながったと

考えられる。また、総合的な学習の時間等でも活かす

ことができている。 

調「書くこと」問いの意味を理解する力に加え、問わ

れている内容を文中から見付けたり、要約して書いた

りする力が全体的に不十分であった。 

学継続的に日記や感想を書くことで自分の考えを書く

ことに慣れてきた。引き続き、文例や構成の型を示し、

苦手意識をもたずに取り組めるよう書く場面を設定し

ていく。また、添削したり、良い文を提示したりして

いき、個別指導をしていく 

調漢字の読み書きは正答率が上がった。 

学繰り返し漢字の小テスト等に取り組んだことで成果

が上がったと考えられる。定着が不十分な児童につい

ては、数問ずつ繰り返し小テストをしたり、作文の際

などに文章中の漢字を直させたりしながら、日常的に

書く場面を増やしていく必要がある。 

算数 

調・ほとんどの領域で区平均正答率と目標値を下回っている。 

学・大きい数のたし算やひき算、かけ算、わり算の基本的な計

算技能に大きな個人差がある。九九の理解が十分ではなく、わ

り算で活用することが苦手と感じている児童もいる。 

・前学年までの内容を新しい学習に生かすこと。 

・計算問題の解き方を忘れてしまう児童がいること。 

・計算や、作図の繰り返し練習を行う。朝学習では東京ベー

シック・ドリルを活用し、既習学習の内容を確実に身に付け

させる。 

・習得状況を把握するため単元の途中に小テストを取り入れ、

定着度を確認する。 

・学習した内容を習得するための習慣づくりとして家庭学習

を行う。 

 

・朝学習では、つまずきやすい単元や問題を中心に東京ベー

シック・ドリルを活用して繰り返し指導したが、その結果ま

だ計算力に課題が残る。基礎となる計算力を確実にするため

には、個別指導を行い、反復練習を通して身に付けさせてい

く。 

・単元テストでは四則計算に二極化が現れた。小テストだけ

でなく、再テストも取り入れて個別指導を中心に底上げを行

っていく。また家庭学習でも学習内容を習得できるよう継続

して行う。 

調ほとんどの領域で区平均正答率を下回ってしまった

が、昨年度に比べて全体的に正答率が上がり、目標値

は越えた。 

学・正答率の上昇は東京ベーシック・ドリルなどを活

用して繰り返し小テストをした結果と考えられる。ま

た、少人数指導により、児童一人ひとりの課題を捉え

られ、授業に生かすことができたことも、成果につな

がった。 

・作図は正確さに課題が残る。引き続き、コンパスや

分度器などの使い方を指導していく。 

・つまずきやすい計算問題や数量関係の問題は、引き

続き個別指導や家庭学習につなげ、定着を図る必要が

ある。 

 



５ 

国語 

調・全ての領域で全国正答率と目標値を上回っていて、概ね良

好な結果である。 

・前学年の既習漢字を書く力が弱い。 

学・漢字を書く力や文章を書く力は個人差が大きい。 

・日頃の学習状況からは、伝えたいことを明確にした文章を書

くことや文章を要約することを苦手と感じている児童が多く見

られる。 

・既習漢字、新出漢字の定着。 

・文の構成についての理解を深め、要点が明確な文章を

書くこと。 

・自分の考えをもち、自分の言葉で表現すること。 

・漢字を日常的に活用できるよう辞書を使って漢字や言葉の

意味を調べたり文章に活用したりする時間を確保する。 

・週に 1 度、漢字小テストを行い、習熟度を自ら確認し、習

熟できていない漢字は、繰り返し練習させる。 

・テーマを決めた短作文を書いたり、授業の中で視点に沿っ

た意見を書いたりする活動を多くもち、書くことに慣れさせ

る。 

・自分の考えを書き、少人数同士で伝える活動から取り入れ

ていき、少しずつ自分の考えを全体的に広げ、表現できるよ

うにする。 

 

 

・東京都児童・生徒の学力向上を図るための調査結果では、

話す聞く問題の東京都の正答率よりも 15ポイント高く、良好

な結果であった。また、その他の領域も全国正答率を上回っ

ている。 

・漢字学習の仕方が身に付いてきた。漢字を言葉として理解

し、活用できるように、宿題では熟語や文章を作って練習し

たり、授業中は意味を確認したりしながら定着させていく。 

・視点に沿って、自分の考えを書くことが少しずつできるよ

うになってきた。自分の伝えたいことをより詳しく表現でき

るように、その日に書く視点を明確に示し、学習を積み重ね

ていく。 

調「言語」の領域に関しても平均や目標値を上回った。

しかし、修飾語の理解がやや低く、課題が残った。「書

く」や「話す」の領域で、明確に伝えるためには修飾

語が必要であることを伝え、適切に使えるように指導

していきたい。 

調「書くこと」に関して、全国平均、区平均、目標値

ともに大きく上回った。書く活動は他教科でも取り入

れおり、毎時間の振り返りをしている。また一日の振

り返りも毎日書いていることにより、書くことへの抵

抗が少ない。主述の整った文かを度々確認したことが

成果につながったと考えられる。 

調・学「話すこと聞くこと」では全国平均、区平均、

目標値を上回った。普段の生活や他教科でも自分の考

えをしっかりともたせ筋道を立てて自分の言葉で表現

することや、大事なことを落とさず聞いたりすること

を重点的に指導していることが成果につながった。 

調標準スコアをもとに昨年度の結果と比べると５ポイ

ントも上昇した。苦手分野を重点的に指導した結果、

基礎的な力が定着したと考えられる。 

算数 

調・殆どの領域で全国正答率と目標値を上回っているが、個人

差が見られる。 

・計算のきまりやわり算の筆算などの計算力は良好であるが、

数の意味、文章問題の思考力、作図に課題が見られる。 

学・図形の知識・理解や作図、分度器の使い方などに課題が見

られる。 

・既習事項の定着。 

・問題で何を問われているのかを確実に捉えること。 

・公式や計算の仕方を覚えるのではなく、なぜそのよう

な公式や計算になるのかを考えること。 

・朝の学習タイムを活用し、東京ベーシック・ドリルで 4 年

生までの学習内容を定着させる。 

・全体的に正答率の低い単元の問題を重点的に課題として出

し、理解が不十分な児童に対しては個別に指導することで、

既習事項の定着を図る。 

・習熟度別の授業では、机間指導やノートチェックを通して

一人一人の学習定着度を日々確認し、児童の実態に合わせた

導入、授業展開を行っていく。 

・朝学習を継続したことで東京都児童・生徒の学力向上を図

るための調査の結果では、全領域とも東京都の正答率よりも

上回っていた。 

・テスト直しを個別に行ったり、類似問題を繰り返し解いた

りすることで少しずつ学習の定着を図ることができるように

なってきた。 

・学習が難しくなり、少しずつ算数に苦手意識をもつ児童が

増えてきた。既習事項を活用して問題を解いていくためにも、

宿題や授業中の反復練習の時間を大切にし、基礎的・基本的

な学習事項を確実に定着させる。 

・習熟度別の授業では問題をよく読み、何を求めなければな

らないのかを一つずつ確認していく。自分が立てた式は何を

表しているのかを考える時間を設け、思考する授業を行って

いく。 

調領域別で見ると「数と計算」「量と測定」では平均や

目標値を上回っているが「図形」領域は区平均と同点

で十分な定着を今後も図る必要がある。特定の児童に

おいて図形領域に苦手意識を持っている姿が見られる

ので、具体物を用いたり、身の回りの図形に目を向け

たりする活動を今後も取り入れていく。 

調問題で見ると「数と計算」領域の、「整数の仲間分け」

の正答率が低かった。これは５年生で学習した内容で

ある。他の単元と関連性が少ない既習事項についての

理解が不十分だったので、意図的に復習をするように

し確実に定着させるようにしていく。 

調観点別にみると「算数への関心・意欲・態度」の観

点だけが区平均と同点となっている。算数で学習した

ことが他の課題を解決する際に活きていく体験を多く

させ、算数に対する関心を深めていく。また、問題を

解くばかりではなく、生活の中の課題を解決していく

活動を取り入れたり、学び合いを取り入れた学習を行

ったりすることで、算数に対する苦手意識を減らして

いく。 

調標準スコアをもとに昨年度の結果と比べると昨年度

は全国平均を下回っていたが、今年度は３・６ポイン

ト上回ることができた。習熟度別の授業で問われてい

ることを一つずつ確認し、思考する時間を十分に確保

したことが成果につながったと考える。 



６ 

国語 

調・今年度の新宿区の学力調査では、全国平均よりも３．７ポ

イント、区平均よりも１．０ポイント上回っているが、昨年度

よりもポイント下がっている。 

・全体として区の正答率を上回っているが、「書く」力で区の平

均を下回っている。 

学・漢字テストでは、漢字が定着している様子が見られた。 

・叙述に着目して文章を丁寧に読む児童が増えてきている。 

・要点や要旨の捉え方をつかみ、自分なりの考えをもてる児童

が増えたが、自分の思いで読み進めてしまう児童もいる。 

・習得した漢字を日常的に使うこと。 

・文章の構成や叙述の細部に着目して意図や内容を捉え

ること。 

・目的や相手を意識し、軽重を考え、構成を整えた文章

を書くこと。 

・自分の考えを理由を明確にして適切にまとめ、話すこ

と。 

・主述の呼応や表記などについて正しく習得すること。 

・漢字を形・意味・音の視点から指導し、短文作りなどの時

間を増やして、日常的に漢字を使うように促す。 

・語句や文章の関係を捉えて内容を理解する学習を設定する。 

・物語文では、心情を捉える語句を視点から捉え、統合して

想像する活動を取り入れる。 

・書く単元の学習では、ポイントや手本を示しながら、書き

方の基本を身に付けさせる。 

・短作文などを取り入れ、繰り返し書く活動を設定する。 

・文法や表記などの言語事項を中心にノートや作品のチェッ

クを適切に行い指導する。 

・継続的な短文作りを行ってきたことで漢字を使い方ととも

に習得することはできてきているが、日常的な使用が定着し

ていないため忘れてしまうもことが多い。日頃の様々な書く

活動の中で細かく見直しをさせ、漢字使用を促す働きかけを

行う。 

・叙述の内容を語句や文章の関係から捉える学習を進めたこ

とで、要点や要旨の捉え方が身に付いてきている。 

・書くことの学習については、単元の計画に沿った学習によ

って、取材や構成、表現の工夫などを学んだが、定着を図る

ための短作文等による繰り返しの学習が不十分である。今後、

構成や表現の課題を設定した２００字作文を取り入れてい

く。 

調漢字を書き取ること・読み取ることともに、区の平

均正答率を上回った。５年の時と比較しても、書き取

ること定着度が大幅に上がっている。継続的な取り組

みについては一定の成果を見ることができるが、日常

的な使用に結びついていないため、今後も指導してい

く。 

調読むことに関しては区の平均正答率をやや下回って

いる。５年の時も同様であることから、取り組みが十

分な成果につながっていないといえる。特に「場面の

描写を捉える」「内容を的確に捉える」が平均正答率

を大きく下回っていることから、語句や文の内容を正

確に押さえる基本的な力を培うことが不十分であっ

た。 

調書くことについては、区の平均正答率とほぼ同じで

あり、５年の時と比較するとわずかに伸びている。短

作文によって、文の作りや構成を繰り返したことが成

果につながったと考えられるが、取り組み期間が短か

ったので、継続した取り組みが必要である。 

調評定１の結果と、評定２の結果から、学力の 2極化

が進んでいる。各領域のねらいを明確にし、基礎的基

本的な内容を繰り返し指導するとともに、辞書を引く

など、語彙量を増やす必要性がある。 

算数 

調・昨年度の新宿区の学力調査では、全国平均よりも１．６ポ

イント上回ったが、区の平均を１．０ポイント下回っている。 

・「数量関係・図形」で低いポイントが見られた。 

学知識がある児童が多く、技能面では理解できているが、「活用」

の部分でポイントが下がっている。 

・前学年までの既習事項の定着。 

・自分の考えをもち、表現すること。 

・図形や測定などを正確に書いたり測ったりすることが

できるようにすること。 

 

・朝の学習タイムを活用して、東京ベーシック・ドリルを継

続して行い、既習事項の定着を高める。また、現行学年につ

いては、家庭学習を利用して基礎的な内容の習得を図る。 

・習熟度別のクラスに応じた発展・応用の課題を用意し、単

元の中に位置付ける。難問だけでなく、数学的な思考を活用

して読み解く問題を取り入れる。 

・単元の内容を分析し、内容や方法に応じた思考に重点を置

いた授業を設定する。 

・式による考え方の表現や発表による解法の説明など、論理

的に思考することを繰り返し指導し、取り組ませる。 

・作図や測定などは、実際に行う場面を多く設置する。 

・朝の学習タイムを継続してきたことで、計算力を高めたり、

既習内容の想起や確認をしたりすることができた。これから

も継続していくことで基礎学力の定着を図っていく。 

・日頃のワークテスト等では、知識や技能に比べて思考・表

現の力が不足していることが分かった。単元の内容を分析し

思考場面を設定してきたが、十分成果を上げられているとは

いえない。そのため具体的な操作活動や算数的な活動を設定

し、思考の基盤となる見方・考え方を感覚的にも捉えられる

ように学習活動の工夫を図っていく。 

・絵や図表、式など、多様な方法で自分の考えを論理的に表

現することができるように指導し、書くことを通して論理的

な思考力を育てる。 

・実際に作図や測定を行うことで丁寧さが見られてきた。今

後も継続して取り組んでいく。 

調基礎に関しては、区の平均正答率を上回り、５年の

時よりも伸びている。学習タイムを年間継続して取り

組んだことが成果につながったと考えられる。 

調課題であった数学的な考え方も、５年時には、区の

平均を下回っていたが、今回は上回った。基礎的な力

を伸ばしたこと、操作活動や算数的な活動を意図的に

設定したことが思考の基盤となったと考えられる。 

調領域別に見ると、数量関係が他の領域よりも低く、

区の平均をわずかではあるが下回っている。小数で表

された比を整数比に直す等、処理の習熟が不足したこ

とが要因と考えられる。 

調評定１の結果と評定２の結果から極化傾向が顕著で

ある。習熟度によるクラス分けを綿密に行い、学習内

容をより実態に合わせたものにしていく必要がある。 

・授業中、作図を正確に描く指導を続け、頂点を正確

に交わる等、正確性が高まり、技能が向上した。 

音
楽 

・音楽の学習に興味をもって取り組んでいる。音楽発表をめあてに意欲を

高め、技能の向上に努める児童が多い。 

・音楽の仕組みや楽典を理解し、歌唱や器楽学習に生か

しながら思いをもって表現活動すること。 

 

児童の能力をふまえ、少しずつ難易度を上げながら、練習を

重ねることで大きい課題を解決できる達成感が味わえる教材

を提示する。 

・音楽発表会をふまえ、歌唱や器楽の練習を通して音楽の仕

組みや楽典の理解が深まっている。発表に向け、めあてをも

たせ、表現活動への意欲が高まる指導を今後も図っていく。 

・音楽発表を通し、技術の向上や楽典の理解をめあて

に学習した。各学年、音楽の仕組みや楽典を理解する

ことで、歌唱、楽器ともに目標に達する表現活動を行

うことができた。それにより、大きい課題達成を図る

ことができた。 

図
工 

学・新しく学習する道具や材料に関して、意欲的に取り組み、児童が自分

自身の思いに合わせて表現活動をすることができている。 

・道具や材料の片付け方に課題がある。 

・材料や用具を大切に扱い、使用したものをきちんと片

づける力を育てること。 

・対話的な鑑賞活動を通し、多様な表現があることを知

り、表現する楽しさを感じさせること。 

・自分自身の思いを大切にした表現活動をすること。 

・造形活動を支える知識、技術も身に付くように材料・用具

の正しい使い方を実演や図解を通して示す。 

・ユニバーサルデザインや安全管理の観点から図工室を整備

し、片づけしやすいような環境をつくる。 

・造形遊びの時間を各学期１単元設け、体全体を使った表現

活動も取り入れていき、表現する楽しさを実感できるように

する。 

・鑑賞活動を通して児童の多様な価値観を認め合う力を育み、

対話による学びにつなげる。 

・新しい材料・新しい用具の正しい使い方は意欲的に安全に

配慮し習得できている。一方、前年までの既習事項に関して

は定着していないこともあるので、繰り返すことで知識、技

術を定着させる。 

・作品鑑賞を通し、自他の作品のよいところを認め合える関

係作りは十分できた。学年に応じ、鑑賞の視点を絞り、作品

を造形的な観点で捉え、意見を言えるようにしていく。 

・道具の片付け掃除が不十分である。材料や用具を大切に扱

うことを徹底させていく。 

・用具の正しい使い方は安全に配慮し習得できている。

児童の表現を支える技術も教師による演示だけでなく

友達との学び合いの中で定着してきている。 

・作品を造形的な観点で捉えたり、意見を伝え合った

りすることができるようになってきた。 

・共用の道具の片付けや掃除がいまだに不十分である。

安全面から指導を徹底する必要がある。 

 



特
支 

学・異学年が一緒に学習する環境下であり、また継続した学習に取り組む

ことができず、定着度が十分でない児童が多い。 

学既習事項の定着。学習を生活に生かすこと。 

 主体的に学び、自分の考えを伝えること。 

・個別または小グループで、学習したことを体験的活動を通

して定着を図る。 

・東京ベーシック・ドリルやミニテストに取り組み、学習内

容を定着させる。 

 

・実験や調理・社会科見学などを取り入れたり、学習したこ

とを発表する会を設けたりして学習を振り返ることでより定

着を図ることができた。更に、ミニテストを随時行い、苦手

単元をゲーム等を通し学べるようにした。今後も苦手意識を

もたずに取り組めるよう体験活動を取り入れていく。 

・体験的活動を多く取り入れたことで、じっくりと考

え抜く時間をとることで、学習の定着を図ることがで

きた。また、苦手意識を取り除くことができた。今後

も、個々の実態に合わせて主体的に学べる内容を取り

入れていく。 

 

     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。   


