
平成２８年度 授業改善プラン＜提出用＞        学校名中央区立日本橋小学校 

 

                  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｣｢読む｣｢言語につ

いての知識・理解・技能｣能力

については全国平均を上回

り、区の平均と同程度である。 

▲｢書く｣能力については区の平

均を9.9ポイント下回ってい

る。書くことに対する苦手意

識が強く記述式の設問におい

て無回答の児童も数名いる。 

「学力向上を図るための調査」 

○「話す・聞く」や「読む」は

都の平均とあまり変わらな

い。 

▲「書く」は13.8ポイント、 

「言語」は5.5ポイント都の

平均を下回っている。特に、 

主語に付けられている助詞

に合わせて、述語を適切に用

いることができていない。 

「全国学力・学習状況調査」 

○「読む」「言語についての知識・

理解・技能」は全国平均を上回

り、基礎・基本が定着してきた。 

▲「話す・聞く」「書く」におい

て課題がある。特に「書く」こ

とに苦手としている児童が多

い。 

 

 

算 数 

 

 

｢学習力サポートテスト｣ 

○全ての観点において区の平均

を0.4～2.5ポイント上回り、

少人数指導の成果が表れてき

ていることが感じられる。 

▲図形領域（円と球・三角形）

の問題の正答率が全国平均は

上回っているものの、区の平

均を1.2ポイント下回ってい

る。 

「学力向上を図るための調査」 

○「技能」は都の平均を5.9ポイ

ント上回っている。他はあま

り変わらない。 

▲問題を解く力はついている

が、説明する力が不足してい

る。 

 

「全国学力・学習状況調査」 

○ほとんどの観点で全国平均を

上回り、全体的に意欲も高く、

基礎基本が定着してきている。 

▲「図形の角 円周」「合同 立

体」の単元についての理解が不

十分であり、公式の意味が理解

しきれていない児童が多く、一

部児童は公式を忘れてしまっ

ている。 

自分の考えをもち、主体的に学び続ける子どもを育てる。 

・問題解決的な学習や体験的学習を通して、思考力、判断力、表現力等を育成する。 

・少人数学習指導などにより、個に応じた指導を充実させ、基礎的・基本的な内容の定着を図る。 

・家庭学習を充実させ、学力の向上を図る。 

・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） 

 



 

 

社 会 

 

｢学習力サポートテスト｣ 

○｢観察・資料活用の技能｣、｢知

識・理解｣の観点においては、

区の平均を2.2、0.2ポイント

上回っている。 

▲地図記号に関連する問題の正

答率が目標値より下回ってい

る。地図を扱う機会を増やし

地図記号についての理解を深

める必要がある。 

「学力向上を図るための調査」 

○「技能」は都の平均とあまり

変わらない。 

▲「思考・判断・表現」は4.1

ポイント、「知識・理解」は12.3

ポイント都の平均を下回って

いる。東京都の隣県名と、各

県の地理的な位置が結びつい

ていない。 

「全国学力・学習状況調査」 

○どの項目も全国平均と同程度

であり、基礎・基本は押さえて

いる。 

▲「工業生産と貿易」の単元につ

いて理解が不十分であり、航路

や空路地名など地図関係が苦

手としている児童が多く見受

けられた。 

 

 

理 科 

 

 

 

｢学習力サポートテスト｣ 

○全ての観点において、全国、

区の平均を0.7～1.6ポイント

上回っている。 

▲｢昆虫の育ち方｣に関する問題

のみ、目標値を若干（1.4ポイ

ント）下回っている。実際に

触れさせることができる環境

にないため、映像資料等によ

る学習を充実させていく必要

がある。 

「学力向上を図るための調査」 

○「知識・理解」は都の平均を

1.7ポイント上回っている。 

▲「思考・判断」は2.4ポイント、

「技能」は6.2ポイント都の平

均を下回っている。豆電球と

乾電池と簡易を検流計を適切

につないで回路にすることが

できていない。 

「全国学力・学習状況調査」 

○どの項目も全国平均と同程度

であり、基礎・基本は押さえて

いる。 

▲実験結果を丁寧に記録したり、

結果から考察を自分の言葉で

表現したりできる児童が少な

い。植物など自然を育てる環境

が整わず、上手く実験しきれな

い部分も影響していると考え

られる。 

調査以外の

教科につい

て の 成 果

（○）と 

課題（▲） 

＜音楽＞ 

○表現活動（歌唱・器楽）には意欲的に取り組むことができる。 

▲基礎的な技能に自信が無く、苦手意識をもつ児童もいる。 

＜図画工作＞ 

○図工の特性について児童が理解し、授業で発想構想を広げようとしている。 

▲ただ楽しいではなく、学ぶことで充実感を感じられる良い循環をつくりたい。 

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 ○国語・算数に対する関心・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。 

▲国語・算数ともに話し手を見て、話を最後まで聞く集中力に課題がある。 

第２学年 ○国語・算数に対する関心・意欲は高い。場面に応じて、声の大きさや速さを

意識して話すことができている。 

▲最後まで集中して話を聞くことに課題がある。発表者への意見の付け足しや

感想を述べる力に課題がある。 

第３学年 ○国語・算数ともに興味関心をもち、意欲的に学習している。 

▲考えたことを順序立てて文章に表したり、式や表などを用いて説明したりす

ることに課題がある。 

▲理科や社会でのノートへの記録や自分の考えを表現する力については個人差

が大きく、重点的な指導が必要である。 

 

昨年度の授業改善プランに基づく結果（○）と主な課題（▲） 

○少人数での情報、意見交換の時間を確保することで、自分では導き出せなかったことを聞き、考えを共

有、広げることができている。一人の発言の内容が他の児童の発言へとつながるようになりつつある。 

○ペア学習やグループ学習により、個人では意見が出ない児童や文章が書き進められない児童も、自分の

考えを表現できるようになってきている。 

▲思考ツールのより効果的な活用などにより、更にペア学習やグループ学習の質の向上を図っていくこと

が課題である。 

○算数では、学習内容の習熟が不十分な児童を中心として、日々の授業に加え、サマースクールや放課後

補習授業、少人数指導で個別指導に取り組んだり、東京ベーシックドリルを活用したりしたことは四則

計算の技能や、基礎的な知識の確実な定着につながった。 



 

 

 

 

 

改善の方針 

 

 

・校内研究（今年度より国語科）を中心に、「自分の考えをもち、学び合う児童の育成」

を目指して、児童が主体的に学ぶ教材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。 

・少人数担当教員を中心として、組織的に指導にあたり、より一層、個に応じた指導が

できるようにする。 

・校内の OJT の更なる充実のため、少人数のグループを編成し、全教員が互いに授業を

見せ合い、授業力、指導力の向上につなげることができる体制をつくる。 

 

【本校の授業改善に向けた具体的な方策】 

〇学校全体として取り組む項目、△教員個々が取り組む項目 

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

業を進めることができるようにする。 

○週案を作成し、見通しをもって計画的に授業を行うとともに、実施

後の評価を適切に行う。 

○月の行事予定や週予定表を活用し、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 

算数 

 ｢ノート指導｣ 

  

 

｢数学的な思考・判断・表現｣ 

 

 

 

 

 

 ｢量と測定｣（中学年） 

 

 

 

 

｢基礎基本の定着｣ 

 

 

 

国語 

「話すこと・聞くこと」 

 

 

 

 

△赤鉛筆、青鉛筆を使って、見やすいノートにすることで学び

を振り返る力を身に付けさせる。 

 

△各単元で 1回以上、互いの考え方や解き方について意見交換

や話し合いをする場面を設ける。その際には図や表など多様

な方法を提示することで、論理的に説明する力を高めると共

に、数学的な思考を深めたり、広げたりすることにつなげて

いく。 

 

○量の大きさについての感覚を豊かにする。時間については、

日常生活との関連を大切にしながら指導する。重さについて

は具体物を手に持ったり、身に付けたりして重さを実感でき

る活動を取り入れる。 

 

○東京ベーシックドリルを定期的に実施し、定着度を確かめ

る。個の課題に応じたプリントで問題演習に取り組ませるこ

とで基礎基本の定着度を高める。 

 

 

○｢話すこと・聞くこと｣に関して、６年間を通して系統的に指

導していけるよう、学校全体として、学年や発達段階に応じ

た、めざす児童の姿や目標を明確にし、教員間での共通理解

を図る。 



 

 

 

 

 ｢書くこと｣ 

（中学年） 

 

 

 

 

（高学年） 

 

 

 

 

 

理科・社会 

 「ノート指導」 

○意欲や能力による個人差に対応するため、話型を掲示した

り、全体での発表や話し合いの前に、少人数で中間発表や情

報や意見の交換を行わせたりするなどの手だてをとる。 

 

△行事と関連付けて依頼状や案内状、礼状などを書くことによ

り、意味や必要性をもたせると共に、相手や目的を明確にし

て書くことができるようにする。 

△自分の思いや考えを読み手に強く、分かりやすく伝えること

ができるよう、書き出しを工夫した感想文の書き方や双括型

の意見文の書き方を指導する。 

△書く活動になると意欲が継続できない児童に対しては、基本

の型を示したり、机間指導の中で対話を示したりしながら、

当該の児童の言葉や考えを引き出していく。また、ペア学習

やグループ学習を取り入れて、アドバイスをし合える時間を

確保していく。 

 

〇１単位時間の学習を見開きでまとめるノート指導を継続し

ていくために、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、手本となるノートを掲示するこ

とで児童の意欲を高めると共に、友達のノートのよさを学ぶ

ことを通して、ノートづくりの質を高めていく。 

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。 

○算数の習熟度別学習では、児童の学習状況等を教師間で情報を

交換・共有し、児童の実態を把握しながら指導に生かす。 

○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を図る。 

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に個別指導の充実を図る。 

○学校評価アンケート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生かす。 

検証方法 

 

○学校評価（児童の評価、保護者の評価）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。 

 

 【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。 

○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。 


