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令和３年度 新宿区立学校 学校評価（内部評価）結果報告書                                        新宿区立四谷小学校 校長 石井 正広 ○印  

評価 

項目 
重点目標 

取組の内容と評価の観点（3.5ポイント以上・90％以上をＡ、２.5ポイント未満・７０％未満をＣ） 中間評価（１月16日時点） 
◎学校関係者評価 

評

価 

期末評価 

具体的な方策（取組） ★取組指標（４段階教員平均・前期比較） ★成果指標（肯定的評価・前期比較） ○ 成果と▽ 課題 ●▼期末への方策等 ○ 成果と▽ 課題 ●▼次年度への方策等 

確 
か 
な 
学 
力 
の 
向 
上 

児童が、問い
やめあてを主
体的に追究で
き、分かりや
すい授業の実
現を図り、学
力を向上させ
る。 
【施策１】 

１教員一人一人が学力向
上マイプランを作成
し、自分タイム・みん
なタイム・振り返りタ
イムで授業を構造化す
る四谷スタイルの分か
りやすい授業を行う。 

【学力向上委員会】 

教員の取組指標① Ｒ３：平均3.7：Ａ 
４マイプランに基づいた授業公開を２回以上行
い他学級の参観を行った。 

３マイプランに基づいた授業公開を2回以上行
い他学級の参観を行わなかった。 

２マイプランに基づいた授業公開を１回以上行
ったが他学級の参観を行わなかった。 

１上記以下 

児童アンケート⑨ R３：93.7％:A 
先生の授業は分かりやすいと思う。 
 
保護者アンケート⑦ R3.：89.3％↑ 
四谷小学校の先生は、分かりやすい授業を行ってい
ると思う。 
 

○各教員が学力向上マ
イプランを作成して取
り組んでいるため、児
童は授業が充実してい
ると感じている。 
▽コロナ禍の影響によ
り、保護者への授業参
観が難しく、授業の様
子が伝わりにくい。 

 
 
 
 
▼コロナの感染状況の影響 
により、授業参観を行う機 
会がなくなった。後期は感 
染対策を行った上で、授業 
参観を工夫して実施する。 

・教員が、タブレ
ットを活用して、
分散登校期間中に
オンライン授業に
よく対応をしてい
た。保護者として
は、その対応があ
りがたかった。 
 
・児童も、タブレ
ットを授業の中で
上手く活用してい
る。 A 

 

○学力向上マイプラン
に基づき、継続的に
自分タイム・みんな
タイム・振り返りタ
イムの形で社会科・
生活科だけではな
く、全ての教科で授
業改善に努めること
ができた。 

●みんなタイムでは、
児童の話し合いをど
のように持たせるの
かを教師がしっかり
と捉えておくことが
必要である。 

２学習のねらいの実現に
向けて教師と児童がＧ
ＩＧＡタブレットを効
果的に活用した授業を
行う。 

【情報教育推進委員会】 

教員の取組指標② Ｒ３：平均：3.5Ａ 
４授業のねらいに応じてタブレットを毎日３回
以上教師も児童も教室等で活用した。 

３授業のねらいに応じてタブレットを毎日教師
も児童も教室等で活用した。 

２授業のねらいに応じてタブレットくを教師は
毎日活用したが児童は毎日は活用しなかっ
た。 

１上記以下 

児童アンケート⑥ R３：88.7％ 
実物投影機やパソコンなどを使った授業は分かりや
すく楽しい。 
 
児童アンケート⑦  R３：85.5％ 
タブレットＰＣなどを使って、「調べる」「まとめ
る」「伝え合う」授業が好きだ。 
 

○各教員がICTを積極 
的に活用し、視覚的に 
授業の中で児童の知識 
の定着や思考を促すこ 
とができている。 
▽タブレットは便利だ 
だが、うまく個人活用 
できない児童もいる。 

●各教員が情報部を通じて 
活用事例集を作成し、教員 
間で活用の方法を広げるこ 
とで、さらなるスキルの向 
上に努める。 
▼児童のタブレット活用 
スキル向上の教員研修を計 
画的に行っていく。 

○教師が行った実践を
活用事例集にまとめ
た。そうすることで、校
内の教員に活用方法
を広げることができ、ス
キルの向上に努めるこ
とができた。 

●児童がタブレット端末を

活用する機会は増え、情

報活用能力は向上したも

のの、本当に、タブレッ

ト端末を活用して調べる

活動が児童にとって有効

なものなのかを吟味する

必要がある。 

３朝学習の時間やモジュ
ール学習、家庭学習な
どでＧＩＧＡタブレッ
トのドリルパークを活
用して基礎的な内容の
定着を図る。 

【教務部】 

教員の取組指標③ Ｒ３：平均3.7：Ａ 
４以下に加え、毎日のタブレット含めた家庭学
習を学年×10分程度出して取り組ませた。 

３以下に加え朝学習やモジュールの時間にタブ
レットなどで基礎的な内容の定着を行った。 

２朝学習やモジュールの時間に基礎的な内容の
定着を行った。 

１上記以下 

保護者アンケート⑧  R３：88.1％↑ 
四谷小学校の先生は、子供たちに基礎・基本の学力
をつける指導に力を入れている。 

○児童は、デジタルド 
リルを活用して漢字や 
計算の反復練習に取り 
組んでいる。 
▽保護者の中には、タ 
ブレットを活用した家 
庭学習が見えないので 
不安感がある。 

●各担任が児童の漢字や計
算についての進捗状況を把
握しやすい。 
▼漢字については、タブレ
ットと漢字ノートをしっか
りと併用して定着を図り、
保護者の不安への解消に努
める。 

○デジタルドリルで漢
字や計算の反復練習
を行うことは、児童
の興味・関心も高ま
り、意欲的に学習に
取り組む児童が増え
た。 

●漢字に関しては、定着度

が低い傾向が見られる。

今後は、タブレット端末

による学習とノートによ

る学習を併用しながら、

児童の学力向上に努める

必要がある。 

豊 
か 
な 
心 
の 
育 
成 

新型コロナ感
染症防止、人
権意識や規範
意識向上に取
り組むととも
に、特別支援
教育への理解
伸長と具体的
支援や支援体
制の充実を目
指し、児童が
安心して生活
できる環境の
実現を図る。 
【施策２】 
【施策８】 

１文部科学省のガイドラ
インに基づいた感染症
防止対策を明文化して
徹底し、保護者にも周
知し協力を求める。 

【生活指導部】 

教員の取組指標④ Ｒ３：平均3.7：Ａ 
４学校だより、学年だより、保健だよりなどで
感染防止の周知・啓発をした。 

３学校作成の感染マニュアルに基づいて対応す
るとともに、定期的に児童への指導を行っ
た。 

２学校作成の感染マニュアルに基づいて教師が
対応を行った。 

１上記以下 

保護者アンケート⑩ R３：85.1％↑ 
四谷小学校の感染対策は十分に行われていたと思
う。 

○感染対策マニュアル 
に基づき、保護者には 
学校便りや保護者会、 
個人面談等で啓発と協 
力を発信した。 
○感染症対策を徹底し 
て、コロナ禍の状況の 
中で、学芸祭や運動会 
を実施した。 

●感染対策による学校行事 
の変更などは、PTA役員の方 
と連携したが、保護者に早 
目に発信していく。 
▼後期も継続して、感染症 
対策を行う。さらに、ホー 
ムページなども活用し、学 
校が行っている対策を発信 
していく。 

・欠席連絡をホー
ムページ上で行え
るようになったこ
とで、学校が感染
対策に熱心に取り
組んでいる様子
が、多くの保護者
の方に伝わった。 
 
・学校規模が大き
い割に、クラスタ
ーの発生や学級閉
鎖がないことは、
学校で感染対策を
しっかり行ってい
るからだと思っ
た。 
 
・あいさつ運動
は、感染症の防止
のために、１年間
活動できなかっ
た。 

A 

 

○感染症拡大の防止策
について、教育委員
会の方針に基づいた
対応を実施するとと
もに、家庭と連携し
取り組むことができ
た。 

●新たに、感染症拡大の防

止に向けて、基本的な対

応方針は継続して実施す

る。また、状況によって

は、緊急メールやホーム

ページを活用して感染症

対策の必要性を保護者に

迅速に呼びかけていく必

要がある。 

２長期休業明けの基本的
生活習慣の改善を促す
取組を行うとともに、
いじめアンケートやい
じめ防止授業を行い未
然防止に努める。 

【生活指導部】 

教員の取組指標⑤ Ｒ３：平均3.4 
４下記以外に学級等で工夫した取組を行った。 
３毎日の挨拶指導と夏休み・冬休み明けの生活
習慣改善の指導を行い、いじめアンケートに
より解消に向けた取組を行った。 

２毎日の挨拶指導と夏休み・冬休み明けの生活
習慣改善の指導、または、いじめアンケート
により解消に向けた取組のどちらか一方だけ
行った。 

１上記以下 
 

児童アンケート⑮ R３：9６.1％↑：Ａ 
いじめはいけないことだと思う。助けないのもいけ
ないと思う。 
児童アンケート⑯ R３：83.1％ 
いじめなどの問題があるときには、すぐに先生に相
談することができる。 
 
保護者アンケート⑤ R３：61.9％↑ 
四谷小の子どもたちは、あいさつの習慣が身に付い
ている。 
保護者アンケート⑫ R３：94.0％↑：Ａ 
子どもにいじめやいじめの疑いがある時には、学校
に相談することができる。 

○hyper-QUを活用し、 
各担任が児童の学級で 
の実態の把握に努める 
ことができた。 
▽いじめの早期発見に 
ついては、課題とな 
った。 
▽前年度よりもあいさ 
つは、大きな声になっ 
ているが、保護者も児 
童もアンケート結果は 
低い状況である。 

●hyper-QUの結果を踏まえ 
た取組やいじめ防止プログ 
ラムの確実な実施を行う。 
▼いじめについては、早期 
に対応し、解決できるよう 
に、組織的な解決を図れる 
ように徹底する。 
▼あいさつ運動は、感染状 
況を踏まえながら実施する 
が、週の目標で１週目に、 
あいさつを意識できるよう 
な目標を設定する。 

○全校児童にふれあいアン
ケートを実施し、配慮が
必要な児童への聞き取り
を行い、全教員がいじめ
防止・解決への対応を行
った。 

▽いじめについては、ふれ

あいアンケートや hyper-QU

を活用して情報収集をしたが、未

然に防ぐことが難しいケースがあ

った。 

▽あいさつ習慣の評価は昨年度比で

増加しているが、より向上させる

必要がある。 

○ふれあい月間における

hyper-QUやふれあいアンケ

ートの取り組みを中心

に、心の不安等に防止を

しながらいじめ防止の取

り組みをするとともに、

児童が教員に不安なこと

を相談できるような環境

を整える。 

▼あいさつ習慣での標語の

取組に成果が見られた。

児童のあいさつの様子を

保護者に熱心に伝える。 

３対象となる児童の合理
的配慮を検討して個別
指導計画を作成・活用
したり、校内委員会を
定期的に開催して具体
的・組織的な支援の充
実を実現したりする。 

【特別支援委員会】 

教員の取組指標⑥ Ｒ３：平均3.6：Ａ 
４学級生活支援シートと個別指導計画の作成・
活用、学年や専科との情報共有、学級での適
切な支援を行った。 

３学級生活支援シートと個別指導計画の作成・
活用、学級での適切な支援を行った。 

２学級生活支援シートと個別指導計画の作成を
行って支援をした。 

１上記以下 

教員の成果指標④ 
４全ての対象児童の学級生活適応が改善。 
３概ね対象児童の学級生活適応が改善。 
２適応改善が見られない対象児童が複数。 
１上記以下 
児童アンケート① R３：85.4％↑ 
学校へ行くのは楽しい。 
保護者アンケート② R３：94.4％↑：Ａ 
四谷小の子どもたちは仲良く生活しており、学校で
の様子は楽しそうである。 

○児童は、概ね学校に 
行くことを楽しく捉え 
ている。 
○前期に必要な個別指 
導計画は作成できた。 
▽低学年に支援会議や 
不登校傾向になる児童 
が増えているので、未 
然防止の取組を検討し 
ていく。 

●後期の個別指導計画につ 
いて、まなびの先生と連携 
して改善を確実に行う。 
▼特別支援校内委員会に加 
えて、不登校支援委員会を 
今後も継続的、定期的に行 
い、支援を担任のみではな 
く、組織的に行い、解決に 
努める。 

○校内委員会を定期的
に開催したことで、
教職員全体で共通理
解を図ることができ
た。 

●校内委員会や生活指
導全体会など、検討事
項を整理、精査しなが
ら、内容が重複しない
ように、令和４年度の
会議の設定をしっかり
と行う。 



様式 

体 

力 

の 

向 

上 

オリンピック
開催に向け、
感染症防止対
策を踏まえ
て、体育授業
の実施や運動
の日常化を図
り、体力を向
上させる。
【施策２】 

１トップアスリートを招
聘し、運動会や体育集
会の実施方法を見直
し、感染症対策を適切
に講じた体力向上の取
組を実施する。 

【体力向上委員会】 

教員の取組指標⑦ Ｒ３：平均3.3 
４下記以外に工夫した体育の授業を実施した。 
３体育の学習内容を履修させるとともに、表現
運動の動画配信や学年運動集会を実施した。 

２感染防止に取り組み、水泳以外の体育の学習
内容を履修させることができた。 

１上記以下 

体力テストの結果 
○概ね、区の平均・全国の平均と同様である。どの
学年も、測定種目の中では、「ソフトボール投
げ」や「２０ｍシャトルラン」で低い傾向がある
ものの、男女別の延べ種目数96種目中、64種目
が都平均を上回った。 

○年間指導計画を見直 
し、体育の授業や運動 
会の表現を通して、運 
動量の確保をした。 
▽感染状況により、ア 
スリートを招集した授 
業ができなかった。 

●ＰＴＡとの連携を図り、 
感染状況を鑑み、保護者が 
参観できる運動会を実施で 
きた。 
▼アスリートを招集した授 
業実施に向けて計画を見直 
す。 

・コロナ禍でも、学校

は工夫しながら児童

に、スポーツの素晴ら

しさを実感させること

ができるように、ゲス

トティーチャーを招く

など、できる限りの工

夫をしている。 

・学校の取組が都に認

められて、体力向上優

秀校に選ばれてよかっ

た。 

A 

○ＰＴＡと連携をし、保
護者が参観できる運動
会を実施できた。 

○コロナの影響を心配し
たが、体力テストの結
果は、都平均を上回る
ものが増加した。 

●児童数の増加もあるた

め、感染状況を鑑みなが

ら、運動会の開催方法を

検討する必要がある。 

●トップアスリートの招聘

は継続する。 

２新宿ギネスやコオーデ
ィネーショントレーニ
ングなどに取り組む時
間を保証し、体力の維
持向上に努める。 

【体力向上委員会】 

教員の取組指標⑧ Ｒ３：平均3.0 
４下記以外に体力向上の取組を独自実施した。 
３学年や学級で新宿ギネスに取り組み、児童に
記録を残させた。 

２体育の学習内容以外に学校で実施する体力向
上の取組に取り組ませた。 

１上記以下 

児童アンケート⑩ R３：77.１％ 
休み時間は、校庭や屋上でよく遊んでいる。 

○教員相互の研修を通し、 

コオーディネーショントレ 

ーニングを教員が児童に指 

導できる環境を整えた。 

▽感染状況より、新宿ギネ 

スへの取組が難しかった。 

●体力テストの結果を踏まえ、後 

期は新宿ギネスの中から種目を選 

択して発達段階に応じて取り組 

む。 

▼児童数の増加により、休み時間 

の校庭等の活用の制約があるため 

工夫して体力向上を考えていく。 

▽児童数の増加と感染症対
策により児童が毎日外で
遊ぶことができず、児童
が体を動かすことができ
ないことが課題である。 

○長縄の集会の開催によ

り、高学年が休み時間に

取り組む姿が見られた。 

●令和 4年度も、４月に
コオーディネーション
トレーニングの研修を
開催する。 

▼新宿ギネスの記録会 
 を各学年で設定し、取
り組めるようにする。 

創 
意 
工 
夫 
あ 
る 
教 
育 

学校の特色あ
る活動である
「天童市干布
小学校との姉
妹校交流」「金
管バンドの活
動」「四谷子ど
も園との交流」
を継続する。 
【施策４】 

１「天童市干布小学校との
姉妹校交流」では作品
や動画、ＧＩＧＡタブレッ
トによるオンライン交流
を取り入れた交流活動を
全学年で進める。 
【天童委員会】 

教員の取組指標⑨ Ｒ３：平均3.0 
４山形県や天童市、干布について学ぶ機会を設
け作品を送るなどの交流を２回以上行った。 

３山形県や天童市、干布について学ぶ機会を設
け、作品を送るなどの交流を行った。 

２干布小に作品を送るなどの交流を行った。 
１上記以下 

各学年の交流状況 
６年 オンライン交流（四谷の特色）・芋煮会 

５年 運動会DVDか自己紹介カード 

４年 東京都ガイドマップ 

３年 新宿区ガイドマップ、自己紹介カード 

    花笠音頭（オンライン） 

２年 タブレットを使った四谷の紹介 

１年 生活科活動写真交流 

▽６年生の天童との夏 
季交歓会（３泊４日） 
は中止となった。 
○コロナ禍に対応し、 
オンラインの交流や作 
品の交流の実施をした 
り、計画をしたりして 
いる。 

●交歓会はできなかったも 
のの、高学年を中心に、教 
員が熱心にオンラインで 
交流をした。 
▼天童との交流の計画はし 
ているが、後期以降の実施 
を考えている。 

・直接交流は難しか
ったことは仕方がな
いが、オンラインで
の交流ができたこと
は、とてもよい結果
である。 
 
・コロナの影響で、
金管バンドの活動
が中止になったこと
は残念だが、仕方
がない。 

B 

○児童のタブレット端末

を効果的に活用し、オ

ンラインによる間接交

流を行うことができた。 

●次年度へ向けて、直接
交流も視野に入れ、計
画を立てつつ、間接交
流は継続してお互い
の顔が見えるように、
Zoomを活用した交流
を継続して行う。 

２「四谷子ども園との交流」
は、交流計画を見直し、
感染症防止対策を行っ
た上で、全学年で１回
以上交流の機会がもて
るように努める。 

【教務・保幼子小交流】 

教員の取組指標⑩ Ｒ３：平均2.8 
４直接交流と間接交流を年間で複数回行った。 
３直接交流を行った。 
２間接的な交流を行った。 
１上記以下 
 

各学年の交流状況 
６年： 体育体験 

５年： 交流給食（可能であれば） 

４年： 音楽と連携した動画による交流 

３年： 読み聞かせ 

２年： お店屋さんごっこ 

１年： おもちゃフェスティバル 

▽コロナ禍に対応し、 
５月に子ども園と合同 
で、顔合わせをしたり 
それぞれの交流する学
年の教員が打合せをし
て計画を見直したが、
実施が難しかった。 

▼各学年が後期に交流可能 
な計画を立て、実施できる 
ように、今後も連携を図っ 
ていく。 

○１年生・５年生に関しては、

直接的な交流を行うことが

できた。 

▽子ども園の先生方と連絡を

取り、計画は進めていた

が、感染症対策により、直

接的な交流は難しかった。 

▼年間指導計画を確認
し、学年間で子ども園
の先生方と連携をした
ものの、感染状況を鑑
みた交流の企画を見
直す必要がある。 

地 

域 

連 

携 

地域協働学校
として、家庭や
地域と連携し
た取組や地域
人材活用を充
実させることで
地域とのつな
がりを深める。 
【施策４】 

１感染症防止に配慮しなが
ら、スクールコーディネ
ーターやＰＴＡと連携し
て、読書支援、環境美
化、あいさつ運動、天童
交歓会運営、金管バンド
支援、安全見守り活動の
支援を受けたり、外部人
材を活用したりして教育
活動を進める。 
【副校長・学年主任】 

教員の取組指標⑪ Ｒ３：平均3.3 
４学級や専科で２回以上の教育活動の支援を受
けることができた。 
３学級や専科で１回は教育活動の支援を受ける
ことができた。 

２間接的にゲストティーチャーや教材などの支
援を受けることができた。 

１上記以下 

児童アンケート⑳ R３：80.0％↑ 
学校に関わる地域の人（スマイルクラブのみなさ
ん）から様々なことを教わったり、一緒に活動した
りしことがある。 
 
保護者アンケート⑯ R３：74.4％↑ 
学校は、子どもが学校に関わる地域の人（スマイル
クラブのみなさん）と一緒に活動する機会をよくつ
くっていると思う。 

○昨年度より、実施可 
能な限り、スマイルク 
ラブ（地域支援者）に 
よる教育支援を実施し 
ているため児童の肯定 
的な評価は高まった。 
▽保護者の方に、スマ 
イルクラブの活動の様 
子が伝わっていない状 
況である。 

●児童がスマイルクラブの 
方との交流により、地域の 
方との交流活動の楽しさや 
よさを実感しているため、 
継続して教員がＳ．Ｃとさ 
らなる連携を図り、活動の 
充実に努める。 
▼ホームページや学校便り 
等を通して、各学年の活動 
の様子をしっかりと伝えて 
いく。 

・活動の計画は、昨
年度の反省を踏ま
え、しっかりと先生
方と連携して行うこ
とができた。実施で
きなかったこともあ
るが、できる限りの
活動は行うことがで
きた。 

A 

○スマイルクラブの活動
は、できる限り、活動を
行った。また、事務局を
中心に、十分に必要な
支援を受け、児童の教
育活動への充実が図ら
れた。 

▽スマイルクラブの活動の
よさを、保護者にアピー
ルする機会が少なかっ
た。 

●スマイルクラブのよさを
教員がさらに認識し、よ
り連携を深めてさらなる
教育活動の充実や向上
につなげることができる
ように働きかけていく。 

▼スマイルクラブの活動の
よさを、ホームページや
学校便り等で、しっかり
とアピールしていく。 

学

校

独

自

の

取

組 

次年度に延期
された東京オ
リンピック・パラ
リンピックに向
けた教育を推
進する。 
【施策２】 

１オリンピック・パラリンピッ
ク教育年間指導計画に
即して、全学年で各種冊
子やＤＶＤなどを効果的
に活用した実践を行うと
ともに、トップアスリートと
触れ合える機会を実現
する。 

【体力向上・オリパラ担当】 

教員の取組指標⑫ Ｒ３：平均3.0 
４年間３５時間のオリ・パラ教育年間計画を概
ね行い、年間２回以上ＧＴと触れ合った。 
３年間３５時間のオリ・パラ教育年間計画を概
ね行い、１回はＧＴと触れ合った。 

２年間３５時間のオリ・パラ教育年間計画を概
ね行った。 

１上記以下 

児童アンケート⑲ R３：86.3％↑ 
その道の専門家（警察・消防・水道・商店・
スポーツ選手等）から学ぶ学習に取り組ん
だ。 

▽コロナ禍の影響で、 
オリ・パラ教育を各学 
年で前年度見直しをし 
たものの、計画的に進 
められなかった。 
▽前期はコロナ禍のた 
め、トップアスリート 
の招聘ができなかっ 
た。 

●高学年は、パラリンピッ 
クの観戦後は振り返りの時 
間を設け、パリの学校との 
手紙等で交流を図った。 
 

・感染対策をしっか
りと行いながら、4
年生以上がパラリン
ピックを観戦できた
ことは、児童にとっ
て、とてもよい機会
となったと思う。 

A 

○４年生以上でパラリンピ
ックを観戦することがで
き、そのよさをフランス
の姉妹校へ手紙等を送
付して交流を図った。 

○多くの学年で、トップア
スリートを招聘し、学ぶ
機会を児童が得ることが
できた。 

●令和４年度も、パリオリ
ンピック・パラリンピック
に向けて、フランスの
姉妹校交流を大切に
し、日本の伝統文化や
東京パラリンピックで
学んだこと等を発信し
ながら、交流を深める
ようにする。 

令和５年度の
全国大会に向
けて、社会科
を中心にした
実践研究を通
して、主体的・
対話的で深い
学びを推進す
る。 
【施策１】 

１年間６本の授業実践を
通して社会科の授業づく
りの方策や評価方法に
ついて研究し、各研究
授業は区や都小社研に
紹介し、研究成果を広め
る。 

【学力向上委員会】 

教員の取組指標⑫ Ｒ３：平均3.7:A 
４以下に加えて主体的に学習に取り組む態度の
育成を図る工夫した授業に取り組んだ。 
３以下に加えて四谷スタイルの授業づくりに取
り組んだ。 

２生活科での体験的活動や社会科での問題解決
的な学習を行い、振り返りカードや学び方カ
ードを継続的に活用して見通しと振り返る力
を高める。 

１上記以下 

社会科児童アンケートの回答（全国平均ポイントの差） 
① 学習問題を決めてその解決のために

調べたり考えたりすることができる。 
４年19.8Ｐ ５年14.2Ｐ↑６年15.1P↑ Ａ 

② 自分の考えを資料などを使って説明
することができる。 

４年16.6Ｐ↑５年11.4Ｐ ６年12.6Ｐ Ａ 
③ 調べたことをもとに自分の考えを書くこと
ができる。 

 ４年13.2Ｐ↑５年10.6Ｐ ６年10.2Ｐ Ａ 
④ 学習問題やテーマを決めて討論（話し

合い）することが好きだ。 
４年15.4Ｐ ５年17.4Ｐ ６年20.0Ｐ Ａ 

○振り返りカードや学 
び方カードを活用し、 
主体的に児童が自らの 
学習状況を把握し、調 
整して学べる力を育む 
ことができつつある。 
▽コロナ禍の影響で、 
グループ活動などに制 
限があり、対話的な 
学びが難しかった。 

●都小社研との連携を図り 
ながら、研究授業を予定通 
り行い、児童の主体的に学 
んでいる姿を検証し、さら 
なる社会科の授業の発展に 
尽力する。 
▼コロナ禍の状況を踏まえ 
て、グループ活動を工夫し 
て行うようにする。 

○１１月に都小社研との
連携を図り、授業公開
や地区委員会を開催
し、研究の成果を広め
ることができた。 

●研究成果を学校全体
で共有し、授業改善に
生かしていく。さらに、
令和５年度の全小社研
の全国大会に向けて、
都小社の各学年部会
と連携しながら授業づ
くりに励むようにし、11
月のプレ発表会での
公開授業を通して、授
業力の向上を図る。 


