
令和２年度 学力向上プラン 

 

   学校名 中央区立常盤小学校 

 

                  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） 

 

 

 

 

令和元年度「学習力サポートテスト」「東京都学力向上を図るための調査」「全国学力・学習状況

調査」の結果分析や、日常の学習の様子等から見られる課題及び要因     

 児童・生徒の学力の課題 主な要因 

国 語 

・話すこと・聞くことについては、言葉の学習や討論会などの学習

を通して定着がみられたが、書くことについては、目的や意図に

応じて、自分の考えを明確にしてまとめることに、課題が残る。 

・言語事項については、ローマ字について課題がある。 

・文章を書くために必要とする基礎的・基

本的な力が定着していなかった。 

・文章構成を理解する学習が足りなかった。 

・ローマ字については英語の綴りと混合し

ている可能性がある。 

算 数 

・関心・意欲は高く、繰り返し学習させることで計算等の基礎・基

本は定着してきた。作図やコンパス・分度器の使い方にまだまだ

課題がある。 

・多くの情報の中から、必要な情報を理解・解釈・推論して解決す

る力に課題がある。 

・作図などの技能の定着ができていなかっ

た。 

・既習事項を関連付けて、課題解決のため

に活用していく能力が不十分だった。ま

た、文章や統計を分析させる指導が不足

していた。 

社 会 

・社会的事象についての知識・理解は定着してきたが、資料を読み

取り考えを表現すること、資料から正確な情報を取り出すことに

ついて課題がある。 

・１単位時間の授業の中で、資料を読み取

り、友達同士で考えを共有する時間や多

角的に資料を分析する時間が十分でなか

った。 

理 科 

・自然事象について、各領域を繋げて考える学習の充実を図ったこ

とで、児童の理科に対する興味・関心を高めることができた。 

・実験を正確に行うための条件について考えたり、結果から考えら

れることを自分の意見としてまとめたりすることに課題がある。 

・顕微鏡や温度計の使い方など、実験観察の技能に課題がある。 

・実験観察の技能や、観察方法に関する指

導が十分でなかった。 

・実験結果から自分の考えを他の理解と比

較、検討する時間が十分になかった。 

体 育 

・体育への興味・関心・意欲は高い。全体的に握力、投力、走力に

課題がある。 

・どの学年も昨年度に比べて平均は上がってきているが、個人差が

大きい。 

・運動の場の確保が難しく、運動量が十分

でなかった。 

 

 

 

 児童に必要な知識や技能を身に付けさせるとともに、思考力・判断力・表現力などの能力の育成を図り、学ぶ楽しさや成就感を体

得させながら、自ら学ぶ意欲を育てる。学習の基礎・基本や課題解決的な学習、体験的な学習を重視し、教材の精選や指導法を検討

し、学習指導計画を十分に立てる。 

・上品で豊かな心と健康な身体をつくる         ・勤労を尊び喜んで自分のつとめを果たす 

・互いに尊敬し合い協力して平和な社会をきずく 



学力向上に向けた視点 年度末までの目標及び指標 

①学力基盤 
・学習規律について徹底させる。 

・話の聞き方、時間を守るなどの生活ルールについて徹底させる。 

・児童自ら課題をもち、主体的に学ぶ態度を育てる。 

②授業改善 

・基礎的・基本的な学力の定着を図るための単元構成を行う。 

・体験的な学習を重視する、教材の精選や指導法を検討するなど、

学習の基礎・基本の定着を図る。 

・学習力サポートテストにおいて、全学年区平均を上回ることを

目指す。 

③教員の指導力 
・校内 OJT体制を活用し、職層に合わせた指導力向上を図る。 

・OJTガイドラインを基に職層に応じた学習指導力を身に付ける。 

④家庭との連携 
・保護者会、個人面談等で児童の学習状況を共通理解する。 

家庭での学習状況を把握し、指導に生かす。 

・宿題の提出率を１００％にする。 

⑤体力向上 
・投力、柔軟性に関しては全学年、区の平均値を目指す。 

・体力向上につながる、運動朝会や準備運動の仕方を継続的に取

り組む。 

 

  

 

【目標達成のための具体的な取組内容】 

 

①学力基盤 

取組Ⅰ 

・学習規律について、お辞儀の仕方、挨拶の仕方など、全校朝会等での校長の指導を、学校全体 

で実践、指導していく。 

・自分から進んで挨拶ができるように、日常的に指導していく。 

取組Ⅱ 

・児童一人一人が、目標をもって主体的に学習に取り組めるように、学習の導入や振り返りの場

面を工夫する。 

・学習の準備など、指示待ちではなく、児童が自分から進んで考えられるように全授業で組織的、

継続的に指導する。 

取組Ⅲ 
・児童の個々のつまずきに応じて適切な教材を準備し、基礎的・基本的な学習内容の定着を目的

として、休み時間を利用して個別指導を行う。 

 

②授業改善 

取組Ⅰ 

・どの教科においても、問題解決型学習及び既習事項の活用を行う。児童が課題を的確に捉え、

解決に向けた手段や計画を自ら立てられるような、授業を行う。そして、単元のはじめや授業

の始まりには学習の振り返りを確実に行い、単元の系統性や繋がりを重視した授業計画を行う。 

取組Ⅱ 

・各教科において、ノートに学習したことの要点をまとめることや振り返りを必ず行う。 

・国語科に関しては、週１回以上の漢字テストを行うことで、既習漢字の定着度を確認する。一

定の点数に満たない児童には再テストを行う。 



・算数科に関しては、朝学習や授業中に、東京ベーシック・ドリルを活用し、基礎・基本の定着

を図る。学年ごとに、算数科担当教員、区講師と連携を図りながら進めていき、定着の様子を

細かく見取り、指導に生かす。また、ノートの書き方・まとめ方や授業の流れを担任、算数科

担当教員、区講師が共通理解を図り、指導する。 

・数学的な考え方が育つ学習の方法の一つとして、式や図、数直線など多様な表現方法を児童に

理解させ、問題を解決するための説明の根拠として活用出来るよう指導する。 

・算数科では、東京ベーシック・ドリルの診断テストを年２回行い、結果を分析しフローチャー

トで可視化を行う。そして、個別の課題については、担任・算数科担当教員・区講師が共通理

解を図り、学力の定着が十分でない単元は「練習シート」を用いて、繰り返し取り組ませる。 

取組Ⅲ 

・理科に関しては、実験や体験的な学習を重視し、実験、観察の技能向上を図る。基本的な知識

を活用し、児童の主体性を促したり、各自の課題を把握させたりし、考察や結論に至るまでの

構造的な指導を行う。 

・社会科に関しては、提示された地図やグラフなどから大切なこと、必要な情報を読み取り、資

料を活用する機会を多く設定する学習活動の工夫と、自分の言葉でまとめ、発信する力を付け

る指導を重視して行う。 

 

③教員の指導力 

取組Ⅰ 

・OJTガイドラインを基に、職層に応じて校内 OJT研修を行う。 

・OJT研修を学期に１回設定する。OJT対象者は、担当の主幹・主任教諭と話し合い、今年度特に

重点をおく項目を６月末までに設定する。 

・OJT研修について、学級・専科経営方針に記載し、１学期の自己申告で管理職に報告する。 

・研究推進部と連携し、英語の指導力向上のための研修を行う。 

取組Ⅱ 

・毎月２回の学年会で、研究・日常の英語について学校評価・児童への評価・生活指導について

共通理解をする。 

・評価計画に沿って、観点ごとに振り返り、指導の強化が必要な点について分析し、授業の改善

を図る。 

・学習指導要領改訂に伴い、学習評価に関する研修を行い、本校独自の評価規準を作成する。 

取組Ⅲ 

・担任が主導で英語の指導が行えるように、「Quick Time」学習を深め「英語の本の読み聞かせ」

「授業にすぐ活かせる Classroom English」の実技研修を４月から年間８回行い、全ての教員が

同様に指導に当たれるように、持続可能な英語指導に関する研修を行う。 

・ICT活用を図るため、ICT支援員の協力のもと研修を行う。 

 

 

④家庭との連携 

取組Ⅰ 

・学年、学級の学習の様子を、学年だより、年2回の学校公開、保護者会、個人面談、動画発信で

知らせていく。個別に対応が必要な場合は、電話等で随時連絡をしていく。 

・道徳地区公開講座等で担任の指導の様子や、児童の様子を参観していただき、アンケートを通

して今後の指導に生かす。 

取組Ⅱ 

・宿題の出し方を全校で共通理解すると共に、学校では児童同士の関わりのある学習、家庭では

基礎・基本の定着のための学習に重点を置くなど、宿題の目的を明らかになるようにする。宿

題の提出率の１００％を目指す。 

・保護者会・個人面談、動画配信などで担任の学級経営方針や、家庭学習の重要性について共通

理解を図るとともに、家庭にも協力を求める。 



取組Ⅲ 
・「学習力サポートテスト」の結果を基に、保護者会、個人面談で課題等の共通理解を図る。 

・課題解決に向けての改善策を保護者に伝え、家庭学習の協力を求める。 

 

 

⑤体力向上 

取組Ⅰ 
・体育部から、体力向上につながる、音楽に合わせた準備運動の仕方を提案し、全校で継続的に

取り組む。 （特に、柔軟性・投力の向上につながる運動を提案する。） 

取組Ⅱ 

・握力に関しては、どの学年も区の平均値を１ポイント以上下回るか、平均値である。室内遊び

の時間に、「ハンドグリップ・チャレンジ」を設けるなど、握力が全学年区の平均値になるよう

にする。 

・昨年度から設置された登り棒、雲梯などの遊具を使っての遊びを推奨し、遊びを通して握力や

体幹を鍛えるように促す。 

取組Ⅲ 
・児童の持久力向上を高めるために、ペースランニング走や短縄跳びを中心に日常的に取り組み、

楽しみながら体力向上を図ることができるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【取組結果の検証】 

学力向上に向けた視点 取組の成果 取組の課題 

① 学力基盤 

引き続き、人の話を聞く態度や、

時間を守ることなど、学校生活を行

う上でのルールについて、守ろうと

する児童が多かった。 

授業者が学習の導入や前時の振り

返りを行うことによって、児童が明

確な目標をもつことができるように

なり、授業に主体的に参加していた。 

 スモールステップで授業の目標を

設定し、既習事項を活用するなど、

確実な定着を意識して行うことで、

毎時間の目標を達成する児童が増え

た。 

 個別に支援や指導が必要な児童に

対して、適切な教材を使用し学習内

容の定着に図ることができたので、

同じような間違えやつまずきが減っ

てきた。 

自分から進んで挨拶をする児童が

少ないので、今年度はできなかった挨

拶運動を積極的に行っていく。 

指示待ちの児童が多いので、自分た

ちで課題を見付け、それを達成するた

めの手段を考える機会を、各教科の単

元導入に積極的に取り入れる。 

次に何をすればよいのか、先を見通

し、自ら考えて行動できる児童の育成

について、挨拶同様に、指導や支援を

考えていく必要がある。 

② 授業改善 

国語については、週に１回以上の

漢字テストの取組で、定着度を確認

することができた。 

学習ノートや、タブレット端末の

プレゼンテーションソフトを活用し

て、発表できるように工夫させるこ

とで、次の授業の始まり等でも、前

時の振り返りが行え、授業の目標を

達成する児童が増えた。 

 算数については、引き続き、東京

ベーシック・ドリルの学習を積極的

に行ったことで、基礎学力が身に付

いてきた。 

学習力サポートテストにおいて

は、全学年区平均を上回ることがで

きなかった。保護者会で各学年の課

題を丁寧に説明し、家庭と連携して

今後の取組を確認した。ゆうゆう日

本橋などの地域学習を少しずつ再開

できるようになり、地域の方と交流

することで、日本の文化に親しむ姿

が見られた。 

コロナ感染症予防対策等で、理科や

社会などでも体験的な学習をするこ

とが難しかった。 

来年度も困難な状況が続くことを

想定し、一人一台配布されるタブレッ

ト端末を活用し、各教科等で円滑かつ

有効的に教育活動が展開されるよう

に、指導計画を見直す必要がある。 

数学的な考え方の能力を伸ばすた

めに、式や図、数直線など多様な表現

方法を児童に理解させるとともに他

者と考えを共有する時間を十分に取

ったり、問題解決に向けてタブレット

端末等を活用したりするなど、数学的

なものの見方を深めるための指導方

法を考えていく。 

理科、社会科については、グラフや

図などの統計資料から、必要な情報を

正しく読み取り、課題解決に活用する

力に課題がある。他教科と横断的に連

携し、要点を読み解き、自分の言葉で

表現できる力を育成する。 



 

地域・企業などとの連携を、タブレ

ット端末等の ICT機器を活用しながら

充実させ、主体的・対話的で深い学び

を実現していく。 

③ 教員の指導力 

英語の指導に関して、年間通して

計画的に研修を行い、どの教員も一

定レベルの指導ができている。 

英語については、毎日の Quick 

Time で、使える単語が増え、定着し

てきた。毎週月曜日の全校朝礼で、

ハートフルハートの呼び掛けが行わ

れているので、日常から英語を活用

しようとしている様子が見られた。 

算数習熟度委員会を中心に、東京

ベーシック・ドリルの使い方、ワー

クテストの結果分析を行い、児童一

人一人の成果や課題が明確になっ

た。また、算数科担当教員、区講師

と担任が連携し、計画的に指導を行

ったことが、学力の底上げにつなが

った。 

年間を通じて、持続可能な英語指導

に関する研修を行い、研究推進部、英

語科を中心に、各分科会と連携を取り

ながら、指導体制を計画・実施する。 

引き続き、日常から英語を活用でき

る場面を見直し、その場面を意識して

設定したり、児童に呼びかけたりする

ことを行っていく。 

評価 OJT を中心に、英語以外の各教

科の指導力を充実させるために、本校

児童の課題を取り上げながら、授業技

術や実技研修等を行う。必要ならば、

講師から助言を頂ける機会を設ける。 

タブレット端末の活用やプログラ

ミング学習等の研修の時間を設定し、

学ぶ機会を設ける。 

④ 家庭との連携 

 特認校への期待もあるが、学校へ

の協力体制、理解が高まってきてい

る。 

「学習力サポートテスト」の結果か

ら、児童の課題を家庭と共通理解を

行うことができた。 

 宿題の取組に課題がある児童に対

しては、家庭に電話や面談で協力を

求めたり、支援員と連携を行ったり

しながら対応を行った。 

新年度の保護者会等で、タブレット

端末の扱い方、活用の仕方などを動画

発信し、学校教育に理解と協力を求め

ていく。 

 本校の児童は、下校後に習い事等を

している割合が多く、高学年に上がる

につれてその割合は高くなり、児童は

とても忙しい。しかし、宿題について

は、学習の振り返りや、理解を深める

意味でも必要であることなど価値付

けをしてあげ、引き続き指導を行い、

１００％提出を目指していく。 

⑤ 体力向上 

運動朝会や、授業で意識的に行っ

ている準備運動を通して、楽しみな

がら運動を行うことができている。 

担任の積極的な呼びかけで、中休

み等に校庭や体育館遊びを行う児童

の数が増え、遊びを通した体力向上

を図ることができた。 

体力面で課題があるのでリズムダ

ンスなど、日常的に取り組み、楽しみ

ながら体力向上を図ることができる

ようにする。 

投力、柔軟性については、区の平均

値より低い。それ以外の項目について

も学年によってが数値が低くなって

いる。今年度は新型コロナウイルス感

染症予防対策で通常の教育活動に制

限があったが、来年度は重点的に指導

を行う。 


