
■ 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、一人ひとり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。 
最
終
評
価 

コロナの影響で、学習場面での学び合いの場を十分に設定することはできなかったが、ICT を活

用し、互いの考えを伝え合うことを通して、多様な考えに触れ、学びを深めることができた。 

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。 

交流の場の設定は難しかったが、ICT を活用した交流の場を設定したことで、互いによさを認め

合うことができた。 

■ 学年の取組内容 

 

１ 

国語 

学・自分の経験や考えたことを話したい気持ちが強く、思いの 

ままに話す姿が見られる。意欲的に話す反面、相手の話を聞く 

意識が少し乏しい。 

・基本的なひらがな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。促音・拗音の使い方にまだ課題がある。 

 

・相手意識をもって、順序立てて話すこと。 

・相手の話していることを聞き、理解しようとするこ

と。 

・促音・拗音の定着。 

 

・朝の会や授業の中で、スピーチなど相手に向けて話す機会

を多くとる。話型を提示し、全体の前で話す活動を繰り返す

ことで定着を図る。 

・相手の目を見て聞く姿勢を意識させる。話を聞いて感じた

ことを書く活動を取り入れる。 

・朝学習で繰り返し文字の練習をしたり、他教科でも文章を

書くことを多く取り入れたりするなど、日常的に文字を書く

機会を増やす。 

・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。 

 

・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り、順序立てて話せるように

なった。後期からは、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。 

・読み取りの学習では、必ず毎時間一人ひとりで文章を音読こ

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、３分間テストや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を正確に読み取る力 

には個人差がある。 

・文章問題では立式、計算はできるが、正確に単位を書くこと 

ができないことがある。 

・文章問題を読みとって問題の意図を理解すること。 ・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。 

・デジタル教科書のイラストや映像を活用し、問題の意図を

読み取れるようにする。 

・自分の考えを絵や図で表すことのよさに気付かせ

る指導をし、児童自ら、絵や図で表す意識を高める。 

 

・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機器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。 

２ 

国語 

学・漢字小テストを定期的に実施し、回を重ねるごとに得点が

上がり、正しい字形や筆順で書くことができるようになってき

たが、作文等で既習の漢字を使うことが十分できているとは言

えない。 

・相手や場に応じて、声の大きさを調節することが十分に身に

付いていない。自分の考えを話したり書いたりして表現する際、

簡潔にまとめて表現することが苦手である。 

・テストでの読解問題は概ねできているが、何を問われている

か十分理解せずに読んでいる児童もいる。 

・既習の漢字を使って文章を書くこと。 

・声の大きさに気を付け、簡潔に分かりやすく話した

り、書いたりすること。 

・問われている内容を正しく理解し、叙述に即して考え

ること。 

・漢字小テストや、ノート指導などで、日常的に既習の漢字を

使うことに意識を向けさせる。 

・スピーチ活動を取り入れる。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。また、「い

つ」、「どこで」、「だれが」、「何をした」のように、文の要素を

意識して書くように指導する。 

・授業の中で、課題を声に出して読ませたり、大事な箇所に線

を引きながら読ませたりすることで、目的をもって読む習慣

を付けさせる。 

・字の形に気を付けて書けるよう、書写の時間によ

い姿勢で正しい字形や文の決まりを身に付けさせ

る。 

 

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・全国平均を上回っている。朝のスピーチ活動や聞く姿勢

や態度が向上した成果だと思われる。自分の考えを筋道立てて

整理して話すことも少しずつできるようになってきている。 

調・学「読むこと」に関しては、説明文も物語文も、区平均・全

国平均を上回っている。引き続き何を問われているかを意識さ

せるよう指導していく。日頃から積極的に読書に親しむ児童が

多くなってきた。 

調書くことでは、区平均は超えているが、全国平均を下回った。

年度末の国語の時間には書くことを重点にした学習のまとめを

していく。 

学漢字はできるようになってきたが、さらに文章の中で使うこ

とができるよう引き続き指導していく。 

調・学国語の学習に対する意欲が区平均や全国平均を下回った。

学習の成果や学習への取り組み方を適宜評価していくことで意

欲を高めていく。 

算数 

学・練習問題を数多くこなすことで、繰り上がり、繰り下がり

の加減計算の力が伸びた。 

・測定の領域について、単位換算や量を求める技能が十分身に

付いていない。 

・文章問題の読み取りが不十分なために、正しい答えを導き出

すことができない。 

・既習事項を使って解き方を考え、自分の考えを説明する力に

は個人差がある。 

・基本的な知識を正しく理解すること。 

・測定の技能を身に付けること。 

・問題を正しく理解し、自分の考えをもち、相手に分か

るように説明すること。 

・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、既習事項の定着を図る。毎日ドリルやプリントな

どの宿題を課し、その日に学習した内容の習熟を図る。 

・長さなどを測る、時間を求めるなど、日常生活の中で活用す

る機会をつくる。 

・文章問題では「分かっていること」「聞かれていること」に

線を引く習慣をつけさせたり、自分の考えをノートに書き説

明する場を多く設けたりしていく。 

・既習事項の定着を図るために、ドリルの宿題や単

元テスト等で間違った問題のやり直しを丁寧に行わ

せる。 

・よい説明の仕方をしている児童のノートをＩＣＴ

を用いて紹介する。 

調測定領域では全国平均を上回っている。長さや時間の計算な

ど、学習タイムで繰り返し習熟したことが内容の定着につなが

った。 

調数と計算領域では、かけ算は全国平均を上回っているが、繰

り上がり、繰り下がりのある計算については課題があるので、さ

らに学習タイムや宿題で繰り返し練習する時間を設定し習熟さ

せる必要がある。 

調・学思考力を問う問題については全て全国平均を上回ってお

り、問われている内容を理解したり、自分の考えを説明したりす

る力が伸びたと考えられる。 

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



３ 

国語 

学・漢字テストでは、練習に励み、点数にも伸びが見られるが、

日常生活において、文章を書く際に漢字を使うことが不十分で

ある。 

・自分の考えを話す、書く能力については個人差がある。自分

の考えを表現することを苦手と感じている児童が見られるが、

カードなどに短い文章と絵で表現することは好んで行う児童が

多い。 

・第一印象で物事を捉えてしまいがちな児童がおり、テストな

どにおいても、問題の把握ができず間違えてしまうこともある。 

・日常的に習得した漢字を使うこと。 

・言葉の意味を理解し、適切に活用すること。 

・理由を明確にして自分の考えを適切にまとめ、話した

り、書いたりすること。 

・文章及び話の構成や叙述に着目して意図や内容を捉

えること。 

 

・習得した漢字を使って文章を書くことを指導していく。 

・語彙習得のために、毎日音読を家庭学習に設定する。 

・漢字小テストをスパイラル的に行い、既習・新出漢字を定着

させる。 

・ワークシートを工夫し、スモールステップで自分の考えを

まとめられるようにする。 

・考えを表現する場面や振り返りでは、どのような内容を書

くのか、具体的に例示する。 

・話の中心に注目するよう、事前に意識を向けさせる言葉掛

けを行う。 

・語彙習得のために、辞典を使った意味調べを、読 

み物教材の学習時に行う。 

・読書時間を毎週確保し、語彙習得や読み取り力の 

向上を図る。 

 

調毎日音読を家庭学習に設定した成果が出て、語彙の取得につ

ながり、言葉の学習に関する項目で、全国平均を上回った。 

調漢字小テストを繰り返し行ったことにより、漢字の読み取り

問題、書き取り問題ともに区平均を大きく上回る結果となった。 

調文章を書くことに関する項目で、全国平均を下回る結果とな

った。自分の考えをまとめられるように、作文や紹介文を書く機

会をより多く作っていく。 

調物語文の内容の読み取りに関する項目は、区の平均値を大き

く上回った。日々の読書への意欲的な取組が、文章の読み取りに

つながったと分析する。 

 

算数 

学・全体的に、四則計算は概ね身に付いているが、「かけ算九九」

に不安を抱える児童もいる。 

・文章問題の内容の読み取りに苦手意識があり、立式までに時

間を要することもある。 

・答えは出せても考えを説明できないことがある。 

・前学年までの学習内容の定着。 

・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。 

・四則計算の計算プリントを授業の開始時に行い、四則計算

の定着を図る。 

・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、既習事項の定着を図る。 

・家庭学習で計算スキルを活用し、学習の定着を図る。 

・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。 

・自分の考えをまとめる時間を設定する。 

・説明する場面を設定し、相手の説明の中で、良かったこと

を、全体の場でも共有する時間を設定する。 

・単元の終わりには、習熟度に合わせたプリントを 

配布し、既習事項の定着を図る。 

・授業中の様子や、家庭学習の取り組み状況に合わ 

せて、休み時間や放課後の時間を活用し、個別指導 

を行う。 

・習熟が不十分だった単元は、学期末や朝学習に繰 

り返し問題に取り組み、定着を図る。 

調数と計算の項目では、新宿区学力定着度調査で全国平均を上

回ってはいるものの、日々の習熟の時間での問題演習でケアレ

スミスが多く見受けられるため、さらに習熟させる必要があ

る。 

調図形の問題では平均正答率が区の平均より上回った。図を描

く活動を多く取り、作図の知識を確実に身につけていったの

で、全体を通して知識・技能の観点では全国平均正答率を大幅

に上回る結果となった。 

学自分の考えをノートに書き出すことができるようになり、考

えを整理して解き方を導けるようになってきた。 

学説明する場面を設定し、相手の説明の中で、良かったことを

全体の場でも共有したことで、相手に分かりやすく説明しよう

とする意欲が高まった。 

４ 

国語 

調・物語領域の読み取りや、構成を意識して書くことに関する

力は区平均を上回っているが、説明文の読み取りに関する問

題、言語領域のローマ字と国語辞典活用についての問題の正

答率が十分でなかった。 

学・説明文の学習では、筆者の考えを読み取ることができてい

た。しかし、文章の構成を正確に捉えているとは言い難い。 

学・物語文の学習では、登場人物の心情を読み取る力に課題が

見られる 

学・都道府県の名前をローマ字で書く活動を行ったところ、ロ

ーマ字の書き取りに課題が見られた。とくに促音と拗音の書

き取りを苦手とする児童が多かった。 

学・漢字辞典の使い方を学習する際に、国語辞典の使用法を確

認したところ、理解度に差があった。また、漢字辞典の活用に

関しても差が見られた。 

・筆者の考えだけでなく、説明文の構成を細部まで捉え

ること 

・物語文では、叙述を基に登場人物の心情を読み取るこ

と 

・ローマ字の活用 

・国語辞典と漢字辞典の活用。 

・説明文を読む際には、構成をつかむために、各段落のキーワ

ードや内容を確認する時間を十分に設ける。 

・登場人物の心情が読み取れる言動を探す活動を繰り返し行

う。 

・週に一度、ローマ字の宿題を課し、定着を図る。 

・タブレットを使用する際、ローマ字表を配布し、ローマ字入 

力を促し、ローマ字の活用に慣れさせる。 

・日々の漢字練習では、熟語を調べるために漢字辞典を使用

することを促し、日ごろから活用する姿勢を身に付けさせる。 

・前学年の漢字を用いて文章を書く学習を行う際、毎回漢字 

辞典を活用して、既習漢字を調べるようにし、活用法の理解 

を深める。 

・説明文や物語文の単元のはじめに意味調べの時間を毎回、 

取り入れ、国語辞典の活用に慣れさせる。 

 

・説明文の読み取りでは、既習の説明文の読み取り

の学習を振り返らせる。 

・登場人物の心情の読み取りでは、人物ごとの心情

の変化を色分けしながら線を引かせ、視覚的に読み

取れるようにする。 

 

調説明的文章の読み取り問題では、区の平均正答率を上回った。

特に、情報と情報との関係について理解し、中心となる語や文を

見付けて要約する設問では、９割以上の正答率となった。 

調物語文の読み取りでは、区の平均を上回った。登場人物の行

動や気持ちについて叙述に基づいて捉える問題では、８割以上

の児童が正答することができた。しかし、物語全体の構成の捉え

方について指導する必要がある。 

学自分の考えを書かせることは、授業の中でも取り入れた。書

くこと自体に抵抗感は減ってはきている。しかし、構成が正確で

なかったり、自分の考えと事実が混ざったりすることもあり、今

後も継続的な指導が必要である。 

調漢字の読み・書きでは、正答率が高かった。定期的に漢字小テ

ストを実施し、間違えた問題については、その場で直すようにさ

せた。その結果、特に読みの問題では正答率が１０割に達した問

題もあった。 

学タブレットパソコンで学習する際、ローマ字で入力すること

ができるようになった。 

算数 

調・基礎的な知識・技能に関しては区平均を上回っているが考

え方を記述する問題に関して目標値を下回った。 

学・授業では、自分の考えを書く時間を１０分以上取り入れる

ようにしている。言葉や式、図を使って、自分の考えを書き表

すことができるようになってきているが、個人差がある。 

・問題をよく読み、自分の考えを言葉や式、図を用いて

表現すること。 

・基礎基本の確実な定着。 

・考えを表現する仕方に慣れるよう補助問題を取り入れ、考 

え方や、表現の仕方を全員で確認した後に主問題に個人で取 

り組む。 

・学習タイムを活用し、前学年の学習内容を復習することで、 

既習事項の定着を図る。 

・習熟度別のクラスに応じた発展課題を用意し、単元の中に 

位置付ける。 

・家庭学習で計算ドリルを活用し、学習の定着を図る。 

・学習タイムでは、授業で学習している内容とリン

クする単元の内容を意図的に取り入れた。 

 

調除法の筆算に出てくる数の意味を理解しているかを考える問

題では、区の平均正答率より、２割高い正答率となっていた。練

習問題に取り組む際、筆算の意味を全体で確認する時間を繰り

返しとったことで、正しく意味を理解し計算できるようになっ

たと考えられる。 

調グラフの読み取りや図形の問題では、区の平均正答率は上回

っているものの、今後も学習タイムを活用し、繰り返し復習をす

ることが必要である。 

 



５ 

国語 

学・週に１度漢字の小テストに取り組んだ。練習シートを使っ

て繰り返し練習したことで、７割以上の児童が平均９０点以上

得点できた。学習した漢字を活用する力や、４年生までの既習

の漢字が十分に身に付いていない児童もいる。 

学・書く学習では調べたことを写真や図を使って、正確に分か

りやすく説明する文章を書くことができた。語彙や表現力が乏

しい児童や、書き方のきまりを理解していない児童もいる。 

学・物語を読む学習では、叙述をもとに登場人物の心情を読み

取ることに課題がある。 

学・自分が書いた文章を推敲する意欲が低い。 

・既習の漢字を正しく書いたり、活用したりすること。 

・語彙や表現力を豊かにすること。 

・引用、参考、句読点などの書き方のきまりを正しく理

解し、使えるようになること。 

・叙述をもとに登場人物の心情を読み取ること。 

・文章を根気強く推敲して、より良いものに仕上げよう

とすること。 

 

・新出漢字を使った短文作りを毎日の家庭学習で行い、活用

する力を高める。 

・漢字小テストでは新出漢字だけでなく、既習の漢字練習や

テストを行い習熟させる。 

・詩や古典の暗唱を継続的に行うことで、語彙を増やしたり

表現力を豊かにしたりする。 

・心情を読み取る観点を児童に理解させる。心情が読み取れ

る叙述を抜き出し、心情を想像する活動を繰り返し行う。 

・書き上げた文章を友達同士で読み合い助言をし合うことで、

推敲する時間を設定する。 

・学期に一回程度俳句をつくり、学級で観賞しあう

ことで、語彙を増やしたり表現力を豊かにしたりす

る。 

・文章を書いたりスピーチをしたりするときは、意

見と事実を区別したり、説得力を高めるための根拠

を明らかにしたりすることを、児童が意識できるよ

うに指導をする。 

調物語文の読み取りでは、全ての設問で全国平均を上回った。

物語文の学習で、登場人物の心情について叙述を基に想像する

活動を繰り返し行ってきたことが、成果として表れたと考える

ことができる。 

調説明文の読み取りでも、全ての設問で全国平均を上回った。

段落相互のつながりやそれぞれの段落や文章の役割を読み取る

学習を行ってきたことで、文章全体の構成を捉えることができ

るようになった。 

調漢字の読み書きの設問では、正答率にばらつきが出た。定着

している漢字とそうでないものがあることが分かる。既習漢字

を繰り返し学習する機会を設定する必要がある。 

調文章を書く問題は正答率が特に低かった。自分の考えを整理

して書く活動を繰り返し行う。 

算数 

学・家庭学習で計算ドリルを１日１ページずつ取り組んだり、

週に２度の朝学習で４年生の計算問題に取り組んだりしたこと

で、既習事項の確認をすることができたが、計算の技能が身に

付いていない児童もいる（特にわり算）。 

学・立式する際に、問題の意味を正しく理解できず間違った式

を立ててしまう、正しく立式できていても、数直線を使って表

現することを苦手としている児童もいる。 

学・多様な考え方や解法を見つけ出すことや、自分の考えを友

達に伝えようとする意欲のある児童は、算数を得意とする児童

に偏っている。学級の多くの児童に意欲をもたせることが課題

である。 

・既習の知識・技能を定着させること。 

・問題の意味を理解し、正しく立式できること。 

・問題場面を数直線等で表現できること。 

・自分の考えを分かりやすく説明できること。 

・多様な考え方や解法を見付けようとすること。 

・自分の考えを友達に伝えたり、異なる考え方や解法を

比較してより良いものを導き出そうとしたりすること。 

・家庭学習、朝学習に継続して取り組む。第５学年の学習内容

について習熟する時間を設定する（朝学習等）。算数を苦手と

している児童に対しては、個別指導や少人数指導で支援をす

る。 

・立式する際に、問題場面を数直線等で表現させ、問題の意味

や立式の根拠を正しく理解できるようにする。この活動を繰

り返し行う。 

・特定の児童だけでなく、多くの児童が自分の考えを説明で

きるようにするために、少人数で自分の考えを伝えあう時間

を設定する。 

・教師は児童の多様な考え方を受け入れる姿勢をもち、児童

が主体的に取り組める環境をつくる。考え方や解法を比較・

検討する時間を設定することで、友達と関わり合いながら学

習する良さを児童が感じられるようにする。 

・習熟が不十分だった単元は、朝学習や学期末に習

熟問題に取り組ませる。 

調小数のかけ算・わり算の設問では、全国平均正答率を下回る

ものが多かった。小数の計算が整数の計算を基にして計算でき

ることや、小数点の移動の仕方などを、再度指導する必要があ

る。 

調五角形の角の和の求め方を説明する設問では、区平均を上回

る正答率だった。これは、日頃から考え方を説明し合う活動を繰

り返し行ってきたことの成果と捉えることができる。 

学算数に苦手意識のある児童が自信をもって取り組めるよう、

個別の支援を行うとともに、得意な児童が苦手な児童に教える

など、関わり合いながら個々の学習力を伸ばすために、学び合

い・教え合いができる環境を整え、学年全体で算数の力を引き上

げていけるようにする。 

 

６ 国語 

学・毎回の漢字テストの練習に励んでおり点数にも伸びが見ら

れる。実際に文章を書く時に適切に漢字を使うことが課題。 

・書いたり話したりする能力にも個人差があり、自分の考えを

的確な語彙や表現を用いて書く（話す）ことを苦手とする児童

が見られる。 

・文章を読んで理解することはできる。そこから自分の考えを

形成することが課題である。 

・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。 

・理由や立場を明確にして自分の考えを適切にまとめ、

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。 

・毎回のめあてを適切に設定し、児童と共有する。 

・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、モデル文を示したり、ポイントを示し

て自ら推敲する時間を設けたりして、意識的に文章を読み、

書くことに生かす機会を増やす。 

・文法や表記などの言語事項を中心にノートや作品の確認を

適切に行い指導する。 

・自分の考えを表現する活動を毎日取り入れる。一

日の振り返りを短文で書くことで、端的に自分の思

いや考えを表せるようにする。 

・書く単元では、児童同士でお互いに書いたものを

読み合う活動を多く取り入れる。その際、読む視点

を与えることで、自分の作品を振り返ったり、友達

の良い表現を生かしたりできるようにする。 

 

調漢字や語彙問題は全ての設問で全国正答率より上回ってい

る。特に、文章の中で文脈に沿った漢字を適切に使っているかと

いう問題では、正答率が全国正答率よりも約 30ポイント上回っ

た。日々漢字小テストを行ったり、学期末のテストでは再テスト

を繰り返し行ったりすることで、漢字や語彙の定着を行った成

果が出たと考えられる。 

調物語文や説明文の読み取りも、全ての設問で全国正答率より

上回っている。授業では、登場人物の心情について描写を基に考

えたり、説明文では文章全体の構成を捉えたりすることを繰り

返し行ってきた。少しずつ文章を分析し、内容を読み取る力が付

いてきた。 

調グラフから読み取ったことを基に、自分の考えを書く問題は、

全国正答率をわずかに下回った。事実から自分の意見を明確に

書くことの指導を重点的に繰り返し行う必要がある。 



算数 

学・基礎的な問題にはほとんどの児童が自力で取り組める。答

えは出せても理論ややり方を説明することを難しく感じる児童

もいる。 

・正解は出せても、多様な解法を見つけようとする意欲もやや

低い。 

・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、既習事項の定着を図る。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。 

・問題を提示した後、一人で課題解決に取り組む時間を毎時

間設定する。苦手な児童にはヒントを提示し、自分の力で課

題に取り組めるよう工夫する。 

・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定する。かき方

を共有した後、個人の力で練習問題に取り組ませ、理解を確

実にする。 

・朝の学習タイムでは、課題のある単元の東京ベー

シック・ドリルを繰り返し行い、定着を図る。 

・学期末には、習熟の時間を多く取る。間違えた所

は、なぜ間違えてしまったのか自分で解説を書くこ

とで学習理解を図る。 

調全ての設問が、全国正答率を上回っていた。特に、分数のかけ

算・わり算の設問は全国正答率よりも大幅にポイントが高い。朝

の学習タイムで繰り返し練習を行った成果であると捉えられ

る。 

調拡大図と縮図についての指導が必要である。定着を図るため

にも、習熟の時間を確保することはもちろん、論理的に自分の考

えを表現する活動を多く取り入れる。また、類似問題を繰り返し

解くことで学習を定着させていくことが大切である。 

 

音
楽 

・音楽活動に興味関心をもって、多くの児童が意欲的に取り組んでいる。 

・自分自身や友だちの思いを大切にした、表現活動を 

すること。 

 

・活動や音に対して、注意深く聴いて感じること。 

・児童の発達段階と能力をふまえ、スモールステップで課題

を設定した上で、表現をする場を設定する。児童の表現につ

いて、思考する場と発表する場面を作る。 

・注意深く音を聴くための、課題の設定を具体的にする。 

音楽を特徴付けている要素と曲想との関わりに気付かせるよ

うにする。 

・友だちのよいところを探し、発表する時間を設定

し、安心して取り組むことができるようにする。 

・児童の実態に合わせて、課題を設定したところ、楽しんで活動

する姿が多く見られた。 

・本時のめあてや課題について思考する場を導入で設定するこ

とで、児童は見通しをもって活動できた。 

・要素に着目して聴くことで、音楽を注意深く聴く態度が見ら

れた。 

・常時活動として、導入時に音楽作りを設定していたが、自分の

考えた音楽を発表することに抵抗がなくなってきた 

図
工 

・新しく学習する道具や材料に関して、意欲的に取り組み、多くの児童が

自分自身の思いに合わせて表現活動をしようとしている。 

・学びを深めていくために創意工夫をしていこうとする意欲が低い児童も

いる。 

・引き続き、自分自身の思いを大切にした表現活動をす

ること。 

・創意工夫をしていくために、発達段階に応じた材料や

用具の使い方を知ること。 

・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。 

・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、授業の終わりに児童が片付けをする時間を充分に設ける。 

・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、

自分の思いや他人の思いを大切にする心を育む。 

・彫刻刀や段ボールカッター、カッターナイフ等、

事故につながる道具を用いるときは、実演したり動

画で確認したりして、安全指導をより徹底してい

く。 

・使い方の動画を流したり、実演したりすることで、用具の正

しい使い方を安全に配慮しながら習得することができている。 

・２月に行われた展覧会では、異学年の作品を鑑賞し作品のよ

いところを見付ける活動を行い、作品を通して自分だけでなく

他者の思いを大切にすることができた。 

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もいる。 

・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。 

・今後の状況等も踏まえ、オンライン授業の整備を

進めた。 
・今年度は児童の在籍がなかったが、オンライン授業や

面談の整備をすすめ、整えることができた。次年度以降、

計画的に取り入れていく。 

     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。   


