
■ 学校の共通目標  

授業作り 重 

点 

・主体的・対話的で深い学びの実現のために、「主体的に追究する問い」、「見方・考え方

を生かしたり働かせたりする学習活動」、「学びを確かにする評価」の３点の充実を図

ることで授業改善を進める。 

中
間
評
価 

 

最
終
評
価 

 

環境作り 
・ＧＩＧＡスクール構想の実現を目指し、各教科等の特質に応じて児童がＩＣＴを積極

的に活用する機会を設定し、情報活用能力を育む。 

  

■ 学年の取組内容 

２ 

国語 

学読む力は、おおむね満足できる状況である。 
学漢字の読みや正しい語句を用いて、つながりの
ある文章を書くことに苦手意識をもつ児童が
いる。 

学「読むこと」については、登場人物の気持ちを
読み取って、意欲的に音読する児童が多い。 

・「 」や句読点などの基本的な使い方に課
題が見られる。 

・平仮名や片仮名、既習の漢字の習熟に課
題があり、言語についての知識・理解、
技能を定着させていく必要がある。 

・文と文を関連付けて読み取る力に課題が
ある。 

・言葉の意味だけでなく、つながり方や文章の
構成について指導を工夫する。 

・朝学習や授業の中でもデジタルドリルの学習
を取り入れ、新出漢字や言語を確実に定着さ
せる。 

・「話すこと」、「書くこと」を中心に自分の考え
をもたせ、発表する場を多く設けていく。ま
た、自分の考えを話し合う活動を計画的に位
置付ける。 

 

 

算数 

学 2位数を含む加法・減法については、全ての児
童がおおむね理解できている。繰り上がり・繰
り下がりのある計算について理解が十分でな
い児童がいる。 

学課題に対して集中して取り組む態度は育って
いるが、自分の考えを図や式を使って説明する
力には個人差がある。 

・繰り上がり、繰り下がりの加法、減法の
筆算についての習熟に課題がある。 

・自分の考えを図や式を使って表現する力
に課題が見られる。 

・授業の始めの時間や家庭学習の機会を活用
し、「東京ベーシック・ドリル」やデジタルド
リルを用いて既習事項の復習を行い、定着を
図る。 

・互いの考えのよさに触れさせる。また、タブ
レット端末を活用し、発表する活動を取り入
れる。 

 

 

３ 

国語 

調区学力定着度調査の結果、おおむね目標値を
上回っている。 

調話す聞く能力は目標値を１０ポイント上回っ
ている。授業の中で話す活動を意図的に取り
入れ指導してきた成果だと考えられる。 

学場面の読み取りや言葉の理解に課題がある。 

・「てにをは」や句読点の使い方に課題のあ
る児童がいる。 

・既習漢字の定着が浅い児童がいる。 
・簡単な文章の読み取りなどで、自分の意
見を順序立てて言うことを難しく感じ
ているため、表現できない。 

・家庭学習に作文の課題を定期的に加え、文章
を書く機会を増やし、言葉の使い方を習熟さ
せていく。 

・毎日の家庭学習の繰り返しで定着を図る。 
・考えをノートに書いて整理したり、友達の意
見を加えさせたりすることで表現の仕方を身
に付ける。 

 

 

算数 

調区学力定着度調査の結果、おおむね目標値を上
回っている。 

調数量や図形についての知識理解は目標値を１
ポイント、区平均を４ポイント下回っている。
デジタルドリルを継続して行う。 

学長さやかさなどの単位に対する量の感覚が正
しく身に付いていない児童が多い。 

・文章題の立式や答えの単位の書き方に誤
答がある。 

・かけ算の定着が不十分であったり、九九
の計算が遅かったりする児童が多い。 

・自分の考えを説明することに苦手意識が
高い。 

・分かっていること、求めることを整理しなが
ら考える習慣を身に付けるため、授業の中で
確認しながら進めていく。 

・家庭学習で「東京ベーシック・ドリル」やデ
ジタルドリルを繰り返すことで知識の定着を
図る。 

・図や式を用いて算数の言葉を使い説明できる
ように指導する。集団解決で友達の良いとこ
ろをノートに加えさせたり、言葉の指導をし
たりすることで、説明の仕方を身に付ける。 

 

 

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 
        

算数 
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学力向上のための重点プラン【小学校】                                              新宿区立四谷小学校 



４ 

国語 

調区学力定着度調査の結果、読むことの領域では、
目標値を１０ポイント以上上回っている。物語の
読み取りは目標値を１３ポイント以上、説明文の
読み取りは目標値を９ポイント上回っている。文
章を丁寧に読み取り、叙述をもとに自分の考えを
表現することが習慣化した成果と考えられる。 

調書くことの領域では、目標値を約１５ポイント
下回っている。考えを自由に書くだけでなく、
条件のもとで文章を書くことや、読むことの領
域との関連を図る必要がある。 

・積極的に意見を言える児童がいる一方、
友達の意見を聞き、内容を深めている児
童は少ないように感じる。 

・言葉の正しい使い方ができなかったり、
文章を書く際に漢字を使えていなかっ
たりする様子も見られる。 

・学級全体で自分の考えをまとめたり、意見を
交流し合ったりする時間を適切に設定する。 

・分からない言葉は、国語辞典を日頃から活用
できるようにしていく。漢字については、小
テストも入れ、習熟を図っていく。 

 

 

算数 

調区学力定着度調査の結果、おおむね目標値を上回
っている。特に文章題を解くための立式をする問
題では、全て目標値を５ポイント以上上回ってい
る。図や式を文章と対応させて考えることが習慣
化した成果と考える。 

学図形に関する問題が目標値を、約３ポイント下回
っている。図形の構成要素の理解を確実に定着さ
せる必要がある。 

・周りの意見に関心をもって聞き、自分の
考えを深めたりすることに課題がある。 

・これまでの既習事項が定着していない傾
向にあるため、前学年までの学習内容を
身に付けさせることが課題である。 

・適切に習熟度別指導のクラス分けを行い、指
導する。自分の考えを表現し交流し合う学習
を習熟度に応じて行う。 

・「東京ベーシック・ドリル」やデジタルドリル
を家庭学習も含めて活用し、児童が意欲的に、
自分に合った形で基礎・基本を身に付けられ
るようにする。 

 

 

５ 

国語 

学学力の差に二極化の傾向がある。 
 
学学習への意欲が高く、理解も十分になされてい
る児童がいる一方で、極端に意欲が低く学習理
解に課題のある児童もいる。 

・頑張って取り組んでいる姿は見られる
が、基礎基本の習熟に課題がある児童が
いる。 

・友達の考えと比べながら発言したり聞い
たりすることに課題がある。積極的に意
見を言える児童は、聞くことによる考え
の深まりを感じられるようにするなど、
児童が自分の課題を意識して学習でき
るようにする必要がある。 

・国語辞典を活用して日頃から言葉の意味を調
べる機会を多くとり、言葉の意味を調べる習
慣を身に付けられるようにする。 

・学級全体で自分の考えをまとめたり、意見を
交流し合ったりする時間を適切に設定し、皆
で意見を出し合うことで考えがより深まって
いくことを実感できるようにする。また、児
童の実態に応じて学習グループの構成を工夫
したり、個別指導を行ったりする。 

 

 

算数 

学課題に対して集中して取り組み、多様な考えを
出そうとする意欲も高いが、図や式を使ってい
くことに課題のある児童もいる。 

・自分の考えを分かりやすく表現したり、
式や図を使って、自分の考えを深めたり
できるように支援をしていく必要がる。 

・前年度までに学習したことを利用して考
えたり、解決したりする内容が増えてき
たため、基礎基本が十分に身に付いてい
ない児童の中には、算数に苦手意識を感
じている。 

・適切に習熟度別指導のクラス分けを行い、指
導する。自分の考えを表現し交流し合う学習
を習熟度に応じて行う。 

・「東京ベーシック・ドリル」やデジタルドリル
を家庭学習も含めて活用し、児童が意欲的に、
自分に合った形で基礎・基本を身に付けられ
るようにする。 

 

 

６ 

国語 

学互いの考えを比較しながら進んで意見を交流
し，学習の見通しをもって自分の考えをまとめ
ようとしている児童がいる一方で、自分の考え
をもつことができない児童がいる。 

学与えられた課題に対しては、黙々と取り組む
が、自らの考えを発表したり、丁寧に文字を書
いたりすることには、個人差が見られる。 

・文章表現において、構成力や文末表現に
課題が見られる。また、漢字の音読み、
訓読みや書き取りに課題がある。 

・「話すこと聞くこと」について相手を意識
して話したり自分の考えと比べて聞い
たりすることに課題が見られる。 

 

・家庭学習と合わせて漢字練習等に取り組み、
文章を読むことや漢字、言葉に慣れるように
する。また、分からない言葉の意味を調べる
習慣を身に付けさせるため、国語辞典を使っ
て言葉の意味を調べる機会を多く設ける。 

・小グループや学級全体で自分の考えや感想を
発表し合ったり、書いたりする機会を多く設
定し、学び合うことで考えが深まることを実
感できるようにする。 

 

 

算数 

学既習事項を生かして問題解決に取り組み、自分
の考えを表現できる児童が多い。 

学課題に対して集中して取り組み、多様な考えを
出そうとする児童が多い。 

・自分の考えを分かりやすく表現したり、
友達の考えに関心をもって聞き、自分の
考えを深めたりすることに課題がある。 

・算数に対して苦手意識を感じている児童
の多くが、既習事項が定着していない傾
向にあるため、前学年までの内容を身に
付けさせることが課題である。 

・習熟度別指導のコース分けを単元に工夫し指
導する。自分の考えを表現し交流し合う学習
を習熟度に応じて行う。また、ＩＣＴ機器を
活用し、自分の考えを分かりやすく表現した
り、友達との交流を通して考えを深めたりす
るよさを実感できるようにする。 

・家庭学習や習熟の時間で「東京ベーシック・
ドリル」やデジタルドリルを用い、繰り返し
問題に取り組み、基礎・基本の定着を目指す。 

 

 

音
楽 

学曲想を感じ取ったり、自ら表現したりすることに意欲
的に取り組むことができる児童が多い。 

学感じ取ったことを音楽と結び付けて考えたり、自分の
表現に取り入れたりするための技能を身に付けている
児童は限られている。 

・感じたことを音楽のつくりと結び付けて
考えたり、自分の表現に生かしたりする
ための基礎的、基本的な技能の習得に課
題がある。 

・鑑賞教材を丁寧に扱い、曲の中で実際に行わ
れていること（聞こえてくること）と自分が
考えたことを整理して考え、曲想から根拠を
見いだせるように習慣づける。 

・技能面は児童をよく観察し、個別に対応して
いく。 

 

 



図
工 

学各学年、友達の活動や作品に興味をもち、よいところを感
じることができる。 

学意欲的に学習に取り組めているが、自分の表したいものを
考えることが苦手な児童がいる。 

学表し方の工夫をすることが十分でない児童がいる。 

・自分の表したいものを考える発想・構想
力を育てることが課題である。 

・児童がいろいろ試しながら、自分の表し
方を考え、つくりつくりかえて表す力を
培っていく必要がある。 

・児童の発想が広がるように、題材のテーマ設定
や扱う材料を工夫する。導入や活動中に、発想の
ポイントを示し、友達のアイディアや参考作品
なども適宜見せていく。 

・児童が自分の思いに合わせて材料・用具・表
し方を考える場の設定を工夫し、つくりなが
ら試したり、つくりかえたりできるようにす
る。 

 

 

     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、デジタルドリル等から見える学習の状況    


