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                  学校の教育目標 

 

 

 

 

学校経営方針（確かな学力向上にかかわる内容） 

 

 

 

 

 

 

確かな学力向上に向けた具体的な取組 

基礎的・基本的 

な知識・技能の習

得 

・習熟度別学習・課題別選択学習などの少人数集団による指導や放課後補習教室、始業

前の時間を活用した朝学習、夏季補習教室の活用など指導体制を工夫し、「補充的・発

展的な内容」を取り扱い、一人一人の児童の理解の状況を把握し、確かな学力の定着

を図る。 

思考力・判断力・

表現力の育成 

 

・言語に関する能力を高める指導と読書活動の推進、言語環境の整備の充実を図り、思

考力、判断力、表現力をバランスよく育て、基礎的・基本的な学習内容を確実に身に

付けさせる指導の充実に一層努める。 

主体的な学習態

度の育成、学習へ

の意欲 

・体験的学習や問題解決的学習を通して、児童の興味・関心を高める。 

・学校図書館、関係諸機関、コンピュータ・校内ＬＡＮ等の学習環境を生かした学習方

法を工夫し、一人一人の児童に合った学び方を身に付けさせる。 

・学習力サポートテストの結果をもとに評価の内容や方法を工夫し、指導の改善を図る

中で、学習に対する児童の意欲を高め、確かな学力を育む。 

 

「学習力サポートテスト」「学力向上を図るための調査」「全国学力・学習状況調査」及び１学期

の学習状況の成果と課題    ○結果分析から明らかになった成果  ▲結果分析から明らかになった課題 

 第 ４ 学 年 第 ５ 学 年 第 ６ 学 年 

 

 

国 語 

 

 

｢学習力サポートテスト｣ 

○話す・聞く能力の観点別正

答率は目標値を0.2、読む

能力は1.1ポイント上回っ

ている。 

▲書く能力の観点別正答率

は、目標値を下回ってい

る。 

｢学力向上を図るための調

査｣ 

○その他の、書く能力につい

ては5.3ポイント、読む能

力については2.9ポイン

ト、都の平均を上回ってい

る。 

▲関心・意欲・態度において

都は平均を4.1ポイント下

回っている。 

 

｢学習力サポートテスト｣ 

○関心・意欲・態度、話す・

聞く能力においては区の平

均より1ポイント程度下回

っているが、その他につい

ては全て区の平均を上回っ

ている。 

｢全国学力・学習状況調査｣ 

○知識、活用どちらも全ての

観点において、全国・都の

平均正答率を上回ってい

る。特に活用の｢読む｣能力

においては10ポイント以

上、上回っている。 

・各教科等の基礎的・基本的な内容の確実な習得とその活用・探究の力を育成するために授業の質を改善

し、自ら課題を設定し、柔軟に考え、豊かに表現する問題解決的な学習を日常化する。 

・個性や能力に応じた指導の充実を図るために、指導体制を工夫改善し、全教職員で組織化する。 

・地域に残る文化財などの教材化や人材の活用を積極的に推進し、体験的な活動の拡充を図るとともに、

その体系化を行う。 

・子どもによる自己・相互評価、教師による診断的・形成的評価の充実に努める 

 

・礼儀正しい子（きまりを守り、礼儀正しく思いやりのある子ども） 

・よく考える子（創意工夫をこらし、主体的に学び続ける子ども） 

・やりぬく子（勤労と責任を重んじ、何事にもねばり強く努力する子ども） 

・健康な子（明るく、心身ともに健康な子ども） 



 

 

算 数 

 

 

｢学習力サポートテスト｣ 

○数学的な考え方、技能、知

識・理解の観点別正答率

は、それぞれ目標値を0.1、

3.0、0.2ポイント上回って

いる。 

▲数学的な考え方を図や表

を使って表現することに

課題がある。 

｢学力向上を図るための調

査｣ 

〇全ての観点において都の

平均を上回っている。理解

の差に個人差はあるもの

の、少人数の授業において

も、意欲的学習する児童が

多い。 

｢学習力サポートテスト｣ 

○全ての観点において区の平

均を５ポイント程度上回っ

ている。 

｢全国学力・学習状況調査｣ 

○知識・活用いずれも全ての

観点において、全国・都の

平均正答率を上回ってい

る。特に活用の｢数学的な考

え方｣｢数量や図形について

の技能｣においては1０ポイ

ント以上、上回っている。 

 

 

社 会 

 

 

｢学習力サポートテスト｣ 

○思考・判断・表現の観点別

正答率は、目標値を3.2ポ

イント、観察・資料活用の

技能は1.9ポイント上回っ

ている。 

▲知識・理解の観点別正答率

は、目標値を1.9ポイント

下回っている。 

｢学力向上を図るための調

査｣ 

〇関心・意欲・態度と知識理

解については都の平均よ

りも高い。 

▲技能が都の平均より、2.9

ポイント低い。 

｢学習力サポートテスト｣ 

○全ての観点において区の平

均を５ポイント以上、上回

っている。 

▲自分の考えを書く力をより

高めること、それを発言す

る積極性にやや欠ける点が

課題である。 

 

 

理 科 

 

 

 

｢学習力サポートテスト｣ 

○植物や自然現象への興味

関心が高く観察・実験にお

ける必要な条件などを考

えられるようになってき

ている。 

▲思考・表現、技能、知識・

理解の観点別正答率は、目

標値をそれぞれ1.9、0.2、

5.6ポイント下回ってい

る。 

｢学力向上を図るための調

査｣ 

○発展的内容や補助資料に

も興味を示したり、自主学

習の題材として取り上げ

たりと意欲的に学習して

いる児童が多い。 

▲全ての観点において、都の

平均を下回っている。特に

技能が6.7ポイント下回っ

ている。 

｢全国学力・学習状況調査｣ 

○知識・活用いずれも全ての

観点において、全国・都の

平均正答率を上回ってい

る。特に｢知識・理解｣にお

いては10ポイント以上、上

回っている。 

 

調査以外の

教科につい

て の 成 果

（○）と 

課題（▲） 

 

 

＜音楽＞ 

○歌唱や器楽などの活動に意欲的に取り組んでいる。 

▲表現活動において苦手意識から、自分の思いや願いをもって表現することについ

て個人差が大きい。 

＜図画工作＞ 

○関心をもって、意欲的に活動し、様々な発想を表現して楽しもうとしている。 

▲楽しく活動するだけでなく、表現方法を工夫し、追求して活動することに課題が

ある。 

 

＜家庭＞ 

○「実践カード」などの活用により、学んだことを日常生活の中で実践する児童が

増えてきている。 

▲裁縫の技能の定着に大きな個人差がある。 

＜体育/保健体育＞ 

○マイスクールスポーツでもある水泳については、教員間での実技研修会の実施に

より指導方法の工夫について、昨年度より共通理解が図られ、授業や夏休み期間

中における指導が充実したことになどにより、児童の意欲が更に高まり、全体的



の泳力が高まっている。特に高学年においては、平泳ぎの正しい泳法を習得でき

た児童が増えた。 

▲スポーツテスト（体力調査）のソフトボール投げにおいて、全国平均、区平均よ

りやや下回っている。 

調査以外の学

年について 

１学期の学

習における

成果（○）と

課題（▲） 

 

第１学年 〇国語と算数に関する関心・意欲は高い。進んで音読練習や読書活動にも取り

組んでいる。 

▲かたかな・ひらがなの習得が不十分な児童がいる。｢てにをは｣を適切に使っ

て文章に表すことに課題がある。 

第２学年 ○国語・算数に関する関心・意欲は高い。国語では、音読練習に積極的に取り

組んでおり、読書の習慣も身に付いている。算数では、発展的な問題にも意

欲的に取り組む。 

▲国語・算数ともに、考え方や思いをわかりやすく話したり、書いたりするこ

とに課題がある。 

第３学年 ○国語・算数ともに関心・意欲は高い。国語では漢字や音読の練習への意欲が

高まってきた児童が多い。算数では、絵図を書いて考えるように指導する中

で、問題をよく読むようになり、理解力が高まってきている。 

▲国語・算数ともに自分の考えをわかりやすく表現することに課題がある。 

 

 

 

昨年度の授業改善プランに基づく結果（○）と主な課題（▲） 

○生活科・社会科・総合的な学習の時間を中心とし、前年度までに開発してきた、地域素材をいかした本

校独自の教材や単元計画を引き継ぎ、発展させたり、次年度に向け改善した年間計画を作成したりする

ことができた。 

○これまで取り組んできたことが浸透してきて、高学年では、児童相互で発言を関連付けながら表現する

ことができるようになってきた。 

○学年によるＯＪＴが充実し、若手教員の授業力向上につながった。 

 

▲基本的な学習習慣が身に付くように学校全体で再度共通理解を図って指導にあたった結果、時間や基本

的なルールを守ることへの意識が高まってきた。新年度も引き続き取り組んでいく。 

▲発達段階に応じた、様々な思考ツールの活用を試みることができた。更に効果的な活用ができるよう、

次年度も研究を進めていきたい。 

 

 

 

改善の方針 

 

 

・教育活動全体を通して、話す・聞くことのできる児童を育てる。 

・校内研究を中心に、「自ら学び、協同的に活動する児童の育成」を目指して、児童が主

体的に学ぶ教材や単元の開発や仲間と共に学び合う活動の工夫を研究し、授業改善に

取り組む。（思考ツールの効果的な活用についても研究を深めていく。） 

・少人数担当教員を中心として、組織的に指導計画を作成し、より一層、個に応じた指

導ができるようにする。 

【本校の授業改善に向けた具体的な方策】 

改善のための指導計画 

 

 

 

○年間指導計画の活用を図り、各単元のねらいをおさえ、計画的に授

業を進めることが出来るようにする。特に総合的な学習の時間につ

いては、今年度の実践を踏まえ次年度以降に向けて改訂を加えてい

く。 

○日々行っている PDCAサイクルの中に、次項に記載する改善のため



の指導方法・指導体制を反映させながら、週案を作成し、計画的に

授業を行い、実施後の評価を適切に行う。 

○週ごとに授業時数を把握し、適正に実施できるようにする。 

改善する指導内容 

（教科、領域、観点等） 

改善のための指導方法、指導体制 

 

国語科 

「話すこと」 

「書くこと」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

算数科 

｢数学的な考え方｣ 

 

 

理科 

「知識・理解」 

 

 

各教科における「思考・判断・表現」

の能力の育成 

 

 

低学年 

△「話すこと」に関する指導・・・生活上の気づきを１分間スピーチ

で全体に向けていえるよう毎日取り組んでいく。 

△国語の授業の中で「先生あのね」ノートに生活作文を書く時間をと

る。書いた後は毎回点検し、書けていない児童には個別に書き方の

指導を行う。 

○「書くこと」に関する指導については作文を定期的に書かせたり、

算数の考え方をノートにまとめさせ、適宜、書き方、表現方法の指

導を行う。 

中学年 

○「書くこと」に関する学習を毎学期設定し、計画的に指導を行う。

書く相手や目的を明確に意識させ、書きたい事柄や感想をわかりや

すく書くことを指導する。 

 

○算数･･･「数学的な考え方」に関する指導については、問題解決の

時間を重視し、個人だけでなくグループ・全体で話し合い学び合う

学習活動の工夫をする。 

 

○学習したことを単に知識としてではなく、普段の生活の場面でも実

感したり活用したりできるように関連づけて指導する。 

 

○発問を工夫し、児童が予想や考えを書く時間を確保するとともに、

2、3人の少人数での情報・意見交換や話し合い、発表の場を多く

設け、互いの意見を受けて発言をつなげていくことができるように

する。 

○理科や社会科では、学習の足跡として自己の学びを記し、いつでも

振り返って見返すことができるように、１単位時間の学習を見開き

でまとめるノート指導を行う。そのために、児童の気付きや思考が

見える構造化された板書づくりを心掛ける。また、ノート指導の充

実を図るため、手本となるノートを掲示し、児童の意欲を高めてい

く。 

評価活動の工夫 

 

○定期的なミニテストや単元ごとのテストの中で、習熟度を把握

し、個に応じた指導をする。 

○算数科の習熟度別学習では、児童の学習状況等を教師間で連絡

を取り合い、児童の実態を把握しながら指導に生かすようにす

る。 

○特別な支援を要する児童については、個別指導カードを作成

し、個々の児童の実態を把握し、教職員間で共通理解が図れ

るようにする。 



家庭や地域との連携の工夫 

 

○各学年、学級の実態に応じて継続的、計画的に課題を与え、

家庭学習の習慣を身に付けることができるようにする。 

○サマースクールや放課後補習授業の意図を保護者に理解し

てもらい、夏季休業中や放課後、個別指導の充実を図る。 

○保護者や学校関係者評価等を活用し、保護者や地域の声を授

業改善にいかせるようにする。 

検証方法 

 

○学校評価において、授業改善に向けた具体的な方策に取り組

みことができたか、成果をあげることができたか、評価する。 

○単元ごとに児童の習熟度を把握し、指導に生かすようにす

る。 

 

 

 

【学力向上を支えるその他の取組】 

○各教科の中で、ゲストティーチャーを効果的に活用し、児童が興味・関心をもち、意欲的に

学習に取り組めるようにする。 

○朝、始業前に行っている読書タイム、日小スタディの時間を活用し、読書活動の充実、視写

や漢字、計算を中心とした基礎・基本の定着を図る。 

○サマースクールや放課後補習教室を実施し、つまずきの見られる児童を個別指導する時間を

設ける。 

○児童相互の思考・発言を広げたり、深めたり、関連付けたりするために、ハンドサインや相

互指名および思考ツールを活用した表現活動や話し合い活動を行う。 


