
１学期 実践の成果と課題、  全国学力・学習状況調査結果の課題・効果的な取組
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１学期 実践の成果と課題

A

１、読み解く力
   問題の意味を理解する（やりとりから読み取る・データを整理する）
   グラフや表の読み取り
２、読み取る力
　　長文の読み取り（読解力）　資料の読み取り（意味の理解）
　　場面や状況を読み取る　必要な情報を読み取る
３、説明する力
　　解き方・求め方を論理的に説明する力　公式の理解（基礎基本）
　　図形の性質や条件の理解
４、言語力
　　漢字の読み書き・文章校正（主語述語）　文法
５、書く力
　　条件に合った文章校正　中心となる語や文を見つけて要約する
　　適切な伝え方

・まとめ、振り返りの時間
　「今日の学習のキーワードは？」　個としての積み上げ
・授業の型を意識する
　○○スタンダードなど
　子ども主体の授業展開　（子どもが授業を進行する）
・漢字や言語（文法）等の扱い方
　学年や単元にしばられずに、どれだけ指導できるか
・知識理解を確実に
　ノートとiPadの活用

B

１、読み解く力
　　文章の大切なところを見つける・選ぶ
　　数学的表現を聞いて説明する力が非常に低い
　　語彙数が少ない
２、表現力
　　自分で考えて発信したり応用したりまとめたりすること
　　伝える力　普段の会話も単語で幼い　要約して短い言葉で伝えること
３、授業に向かう力
　　逃げ出さない力　自信がない
４、授業力
　　協働的な学習　教え合い・学びあい　記述力が低い

  

現状
　・家庭での学習支援
　・学習意欲
　・コロナによる生活や精神面の不安定さ

今後の取組
　・低学力、環境が整わない児童生徒への支援
　・授業改善
　・テンポよく進め「できた・わかった」を確認
　・子どもが活躍する場をつくる

〇
話し手に対して、聞き手が反応を返すことで、学び合う意識がもてた。作文指導を受け
「形式的な作文」から脱却しようとする意識を持つことができた。iPadを使用することで
意欲的に学習に取り組めた。
△
授業内で子ども同士が交流する場を設ける。継続して体験・テーマ作文に取り組ませる。
iPadを学習に活かす。

〇
授業での取組を肯定的にとらえる姿が多く見られた。生徒に課題意識を持たせることが
でき、次の授業への意欲喚起ができた。
△
「目標」と「振り返り」につながりを持たせる。交流の場を増やす。（自分の見方考え方を広
げ、表現する力を向上させる。）

〇
ICTを効果的に取り入れることで、協働して学ぶ楽しさや自分の考えを表現する力の向
上が見られた。型を提示することで話し合い方や会の進め方が理解できた。新たな出会
いの中で人間関係の素地を作るための取組でありその後の学習に活かしていくための
もの。
△
他者の意見や考えを認め合い信頼し合える雰囲気を醸成できる授業の工夫。　出てきた
意見を整理し、話し合うことを焦点化する。

〇
グループ・ペア学習を取り入れ、繰り返し行うことで、思いや知識を確実なものにしたり
深めたりすることができた。学んだことをノートや音声、文章に残していくことで次の学
習への意欲付けになった。
△
自分の言葉として表現できるような工夫を、授業や環境の中に取り入れる。（細やかな支
援）　語彙数増加のため読書活動の推進。

全国学力・学習状況調査結果の課題

C

【国語】
　　大事な言葉（要点）を見つける
　　条件を満たして文章を書く
　　漢字を日常的に使う
【算数】
　　図形の公式を使って問題を解く
　　応用力　　場面を想像する力
　　必要な情報をどう使うか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　文章を読み解く力が弱い

現状
　・国語の力は少しずつ伸びてきている
　・数学は中１で苦手意識を持ち始める子が多い

今後の取組
　・単元だけでなく継続的に苦手な問題を繰り返し
     解く習慣をつける
　・漢字については定着するまで粘り強くプリント
     学習に取り組む
　・短い文章で書くことを積み重ねる
　・スモールステップで進める
　・ガッテンプリント、キュビナの活用
　

〇
友だちの意見に対し拍手で反応を示せた。「上手な聴き方」が身についてきた。５W1Hを
意識して３文程度で話せるようになった。自分の考えを「図で表すこともできる」ことを
知り、表現の幅が広がった。
△
自分と友達の意見の違いに気づいたり、友達の考えに対し感想を言ったりできるように
なることが今後の課題である。

〇
主体的に学ぶための指導の工夫や効果的な支援により興味を持って取り組むことがで
きた。iPad使用ですべての生徒が自分の意見を書き提出できた。
△
発問の工夫が不十分であった。自分の口で説明できるとよかった。今後は説明の時間を
きちんと確保できるよう時間配分に留意
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１、表現する力
　　自分の考えをもつ
　　文章を正しく読む
　　書く力不足
２、考える力
　　複雑な問題に対する適応力　応用力
３、生活経験の少なさからくるもの
　　必要な情報を取り出す力　自分の中にある様々な知識
　　量感や概念

・家庭での学習時間・量の確保
　　勉強できる環境など　家庭との連携
・ホーソン効果　（ねらいを明確に）
　　注目されることで効率を上げる
　　見られている意識を持たせる
　　　　　校内研での授業公開
　　　　　参観日の設定
・メタ認知を鍛える
　　どういう風に覚えると覚えやすいか
　　学習状況を確認しながら進める
　

〇
話型や書き方のモデルを示すことは１年生にとって有効であった。話す・聴くときの約束
を徹底することで意識しながら話せるようになった。読書は様々な言葉に慣れ親しむう
えで有効であり、詩の暗唱は達成率80％以上であった。
△
話型・モデルの使用では、同じような話し方・似通った文章になるので、今後はベースを
基本として様々な表現へと展開していく。

〇
ICTを活用したことで、自分のイメージを視覚的に表現できた。また、積極的に意見交換
ができた。振り返りを充実させていくことが学力向上につながる。（振り返りを点数化
し、学力調査や単元テストとの相関関係を調査）
△
身に付けさせたい力に対して話し合いの深まりが不十分であった。振り返りを通信等で
フィードバックする。

Ｅ

１、読解力
　文章の要点をつかむ　文章の構成を捉える
　文章と資料の両方を関係づけて読み取る
　文章問題から必要なことを読み取る力
２、基礎基本
　（国語）
　　漢字の習得　主語述語　などの基礎的な力
　　２つの条件を満たして記述するなど　書く力
　（算数）
　　図形・速さ・割合等　問題の意味や必要な情報が読み取ること
　　数学的な考え方　解き方を説明することが困難
３、日常生活とのつながり
　　学習と生活との結びつき　物の量感・時間

・新聞記事などの活用
　必要な情報を取り出すなど授業で使う場面を設定
・iPadの活用
　漢字・計算など基礎基本の徹底　日常的に使用する
・習慣化
　自分の言葉で説明することになれる
　　　　説明の仕方（まず・次に・最後になどの文型）
　表現したことを振り返る
　　　　振り返りの視点を持たせる
　帯タイムの活用
　　　　算数チャレンジ・キュビナ・eライブラリ

Ｆ

【国語】
　読む力
　　　語彙力不足　わからない言葉を推測する力も含めて　読む習慣
　要約する力
　　　書いてあることを自分の言葉で要約して理解する
　　　必要な語彙を抜きだしたり、決められた文字数でまとめる
　書く力
　　　条件を満たして書く（字数・内容）
　　　自分の考えを言語化する　考えが伝わるような表現力
　言葉の力
　　　文法を適切に使う　文章の中に適切な漢字を使う
【算数・数学】
　基礎基本（公式の意味）
　　　意味が分からないまま適当な公式に当てはめる
　　　図や表を用いて具体的に考える
　応用力
　　　問題に出てくる情報を活用する力
　　　必要な数字・公式・図や表を選ぶ力
　

現状
　・学力学習状況調査の形式を意識した問題に取り組
　み、テストの型になれる
　・記述式の問題など随分書けるようになってきている
　　　１、条件を満たして書く
　　　２、要約する　　　　　　　　　　　　に課題がある
　・漢字、計算などの基礎基本が定着しきっていない

今後の取組
　・帯時間などを使った基礎基本の徹底
　・分析結果をもとに、苦手な部分にスポットを当て
　　重点的に取り組む　（全校で意識して）

〇
ゴールを見据えた単元構成を仕組むことで見通しをもって毎時間の学習に取り組めた。
話す機会を多く持たせることができた。ICTを活用すると意欲的に学習に取り組める。
△
グループ活動では話し合いに必然性を持たせる必要がある。話す活動の継続。振り返り
の視点を与える。

〇
大型提示装置等を使った導入により興味を引き出せた。iPadを使用することで難しい
内容にも意欲を継続して取り組めた。ロイロノートを使用することで表現の幅が広がっ
た。
△
表現や発表の機会を増やす。（成功体験を積ませたい）　ロイロノートでの学習機会を増
やす。（様々な表現方法を身に付けさせたい）

〇
ロイロノートで自分の考えを図・表・グラフ等を用いてまとめることができた。大型モニ
ターで考えを共有し深めることができた。実験・運動など見返すことが難しい学習をしっ
かり振り返ることができた。校内研究の軸の一つに据え全校で共通認識のもと実践でき
た。
△
学年・職員によって経験や実践の状況に差がある。iPadで多数の考えに触れるなか、
Bestなものを選べるような思考過程の育成

〇
語彙を充実させることを意識した授業づくりが継続できた。考えを伝え、共有する手段
としてICT機器を活用することにより、子どもたちの意識や意欲が向上した。（アンケー
ト結果より）
△
自分の考えをまとめたり自己帰結したりする時間の確保。相手を意識した話し方・話し合
い方を継続して指導していく。
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【国語】
　　条件を満たして表現する力
　　　　必要な情報を取り出して、言葉に表すこと
　　　　条件を満たしながら自分の考えを書くこと
　　　　条件を意識してキーワードを見つけ、文章を要約すること
　　　　思考にかかわる語句や、全体的な漢字の力（語彙力）
【算数】
　　図形を構成する要素　などに着目する力
　　　　公式や割合が表すものの意味   量の保存性や加法性
　　　　応用力
【共通】
　　問題文を正しく読み取る力
　

・授業で意識して取り組むこと
　　図や絵などと文章を結び付けて情報を見つける
　　長い問題でもしっかり読めるように、文章を読み
　　込む　（繰り返し文章になれる）
　　同じような意味でも複数の表現方法があること
　　に気づかせる
　　問われている内容や条件を理解する
・表現力の向上
　　スピーチ   テーマ作文
　　条件、字数を決めた作文
・ICTの効果的な活用
・家庭学習

Ｈ

【国語】
　　正確に文章を読む
　　読み取ったことを要約して書く
　　自分の考えや理解したことを説明する
　　言葉・慣用句・文法などの意味や使い方
【数学】
　　　グラフからの分析
　　　問題の正確な読み取り
　　　具体物の操作

今後の取組
・授業で意識して取り組むこと
　　イメージする力をつける
　　声に出して読む　（言葉の認識）
　　問題文に線を引く
・子どもからの学びの提案
　　総合的な学習や学校行事で、生徒主体の活動を
　　仕組む
　　自ら考える時間の設定　（アウトプット）
　　発信する場の設定　（やる気の向上）

〇
友だちの意見から良さや課題を見つける子どもが増えた。読書の習慣が身についた。
ICT活用で発表に対する抵抗感が軽減された。学ぶ意義を明確にすることで学びへの意
欲が変わってきた。実践を重ねるごとに自分たちで向上しようと取り組む姿が増えてい
る。
△
表現力の個人差　授業だけでなく様々な場所で支援。どんな力が身についてかを明確に
することで実践の価値づけを行う。

〇
話し合ったことを視覚化し、自分たちの企画を周知する力を育成することで、理想だけ
でなく現状を把握して企画を精査できるようになってきた。ロイロノート使用で個別の支
援がしやすい。回答を共有することで様々な考えに触れることができる。
△
取組を実施する段階で、計画的に物事を実行する力をいかに身に付けさせるか。

〇
家庭学習の取組で、毎日自主学習に取り組む習慣…90％　平均1日40分の学習時間達
成…68％　毎日宿題を提出…89％　「わかりやすく伝える」を合言葉にどのように話せ
ばいいか自分たちで考えることができた。自然と友達とつながる姿が多く見られた。
△
自信がない子どもやグループでの活動に積極的にかかわれない子どもへの支援。中学
校での家庭学習時間を増やす手立て

〇
自分の考えを話す子どもが増えた。話す構成を考える姿が見られる。iPadの活用により
家庭学習・委員会活動・クラブ活動が充実。家庭学習の時間60分以上や自主学習の内容
に工夫が見られるようになった。
△
友だちの考えを聴き、自分の考えを再構築することが難しい。家庭での読書時間が少な
い。個人差を少なくしていく取組。


