
令和３年度 学力向上プラン（留意点入） 

 

   学校名 中央区立豊海小学校 

 

                  学校の教育目標 

 

 

 

教育目標を達成するために学校として重点的に育成を目指す資質・能力（確かな学力向上にかかわる内容） 

 

 

 

 

 

令和２年度「学習力サポートテスト」や令和２年度学力向上プランの検証結果等の分析や、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 

◯「思考力・判断力・表現力」の課題 

・「書くこと」に関して、情報や言葉を吟味して目

的に合わせて自分の考えを文章にすること、まと

まりごとに段落を作り、段落間の関係を明確にし

て文章を書くことなどがやや苦手である。 

・「読むこと」に関して、叙述されたものと自分の

考えがどのようにつながるのか関連付けて表現

することが苦手な児童が多い。 

 

・語彙や文型の定着が弱く、また、文

章を書くことそのものに抵抗感を感

じる児童が多く見られる。文章を書く

活動が普段から少ないと思われる。 

算 数 

◯「思考力・判断力・表現力」の課題 

・文章や自分の考えから立式したり、数量関係を

考察したりする力が低い。また、式の意味を理解

することを苦手とする児童もいる。 

 

・立式を、複数の方法で説明すること

の良さや、自分の考えを言葉にした

り、図に書いたりして発表する経験が

不足している。 

社 会 

◯「思考力・判断力・表現力」の課題 

・資料から情報を読み取ったり、問題をよく読ん

で答えたり、背景を考え自分なりの考えをもった

りすることが苦手な児童が多い。 

・知識偏重の傾向がある。それぞれの

事象について課題意識をもったり、自

分事として捉えたりする意識がもち

にくい。自分が関心をもった問題と調

べて分かったことを結び付けて考え

る指導の工夫が必要である。 

・一人ひとりの児童の個性や能力を生かし、基礎的・基本的な学力を身に付けさせる。 

・確かな学力の向上を目指し、一人ひとりの児童のもつ資質や能力を把握し、個に応じた指導を工夫し、

基礎的・基本的な内容を習得させ、それらを活用して探求できる魅力ある授業を実施する。 

人権尊重の精神に基づき､児童一人一人のよさや可能性を十分に伸ばすとともに、心豊かでたくまし

く生きる子どもの育成を目指し、区民の信頼と期待に応える調和のとれた教育を推進する。 

別紙 



理 科 

◯「知識・技能」の課題 

・実験器具の使い方や使用上の注意点など、観察・

実験を行う上での知識や技能に課題が見られる。

また、植物や昆虫の体のつくりなど、「生命・地

球」領域での知識理解が弱い。 

 

・日常生活の中で、対象となっている

自然現象を体験する機会が少なくな

っている。 

英 語 

・習った表現を場面や状況に応じて適当な表現

を思い出して話したり、コミュニケーションを取

ったりするために活用することが苦手な児童が

多い。 

・ALTの発音やリズムに近付けた表現を身に付け

ていた児童が少なかった。 

・習った表現を活用する状況や場面

設定を最終ゴールとして児童にイメ

ージさせることに時間をあまりかけ

られなかった。 

・話すことに慣れるまでの十分なア

ウトプットの練習時間が不足してい

る。 

 

体育・ 

保健体育 

◯「知識・技能」の課題 

・「ソフトボール投げ」「長座体前屈」が、全国、

都、区のいずれにおいても平均を下回っている。 

◯「学びに向かう力・人間性」の課題 

・運動実施率が、都や区と比べて平均が大きく低

い。運動に対して、やや消極的な児童が多い傾向

にある。 

・コロナ禍で、運動経験の確保が難し

く、地域的特性から、特に学校での経

験の量の確保が、そのまま影響する可

能性が高い。 

・苦手意識をもつ児童に、興味関心へ

とつなげる時間の設定が、運動技能の

系統性にも留意しつつ、学校全体の取

り組みとしてより多く必要である。 

 

 

 

 

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 

授業規律と、国語と算数における基礎基本の定着(全国正答率を全ての

領域において上回っていることを継続的な目標とする)を図る。朝の基

礎学習の充実を図るとともに、放課後補習教室（豊海塾）も令和２年度

より回数を増やす。 

② 授業改善 

タブレット端末を効果的に活用することで、児童の興味・関心を高める

とともに、分かりやすい授業や「主体的・対話的で深い学び」の実現及

び個に応じた指導の充実を図り、学力を向上させるための授業力向上を

目指す。授業では、意見交換や発表、協働学習、一人一人の学習状況に

応じた個別の学習、児童の学習状況を把握するなど、タブレット端末を

活用した授業内容を日常化する。 



③ 教員の指導力 

OJTグループによる授業研究の取り組みを継続するとともに、グループ

以外の授業も公開し合えるような仕組みを整える。また、校内研究では

6年間を通した地域を題材とした学習の年間計画を整える。各種研究・

研修会でアンケートを行う。｢授業力｣を構成する６つの構成要素であ

る、｢教材解釈・教材開発｣、｢指導技術（授業展開）｣、｢｢指導と評価の

計画｣の作成・改善｣、｢統率力｣、｢使命感、熱意、感性｣、｢児童・生徒理

解｣のバランスがとれている教員を期待する。 

④ 家庭との連携 

タブレット端末を活用した個人の学習進度に合わせたドリル学習、児童

への問題の配信、学習履歴の情報共有など、家庭と連携して個に応じた

指導を充実させ基礎的・基本的な学習内容を確実に定着させる。 

⑤ 体力向上 

マイスクールスポーツなわとびについて、楽しさに触れるとともに、個

人の目標設定、学級の目標設定をして練習に取り組ませる。年度末の記

録会では、目標を達成した学級が全体の50％以上となることを目標とす

る。本校の課題である「投げる」運動については、予備運動に取り入れ、

遊びの中で日常化するように取り組み、各種テスト等でその成果を確か

める。 

 

 

 

 

 

【目標達成のための具体的な取組内容】 

①学力基盤 

取組Ⅰ 

「次の授業に必要な用具を用意させてから休み時間とし、授業開始まで

に着席して待つ」、｢授業中に私語をしない｣、｢授業中に発言するときは

返事をしてから立つ｣など、基本となる学習規律を徹底し、落ち着いて学

習に取り組むことができる環境をつくる。 

取組Ⅱ 

朝の時間の取り組みを継続し、基礎的・基本的な学習内容を定着させる。

補習教室については、１学期に日常での学習や学力調査や東京ベーシッ

クドリル等により、個に応じて児童の学力や学習に対する取り組む姿勢

を把握する。２学期の放課後より、児童の実態に応じて補習教室（豊海

塾）を令和2年度よりも回数を増やし、個別指導にあたる。 

取組Ⅲ 

学力向上の効果を目に見える形にするためには継続が必要であるため、

全国正答率を全ての領域において上回っていることを基準点とし、取り

組みの効果の検証を学期ごとに行い改善につなげる。 

 



②授業改善 

取組Ⅰ 

ICT 推進担当の教員を中心に、定期的に研修会を開催し、毎日一回はタ

ブレット端末を活用して学力向上への取り組みを見通せるように、教員

自身の ICT活用能力を向上させる。 

取組Ⅱ 

理科の学習において、視覚的情報を増やすためのツールとして、ICT を

活用し、実感を伴った理解を図る。また、算数科や理科を中心に、単元

のねらいに応じてコンピュータ等 ICT 機器を用いたプログラミング教育

を、年間を通して実施する。 

取組Ⅲ 

必要に応じて、タブレット教材、デジタル教科書や大型提示装置、プレ

ゼンテーションソフト等を活用し、ICT を身近に利活用することで児童

の学習効果を高める授業改善を図る。 

 

③教員の指導力 

取組Ⅰ 

児童の実態に応じて学年合同の授業を行ったり、一部の教科において教

科担任制を取り入れたりするほか、OJT グループによる授業研究の取り

組みを継続する。また、校内研究では6年間を通した地域を題材とした学

習の年間計画を整え、授業公開と集合的な研修を実践する。 

取組Ⅱ 

教員は、学期に１回、｢自己診断シート｣（平成１８年３月東京都教職員

研修センター）に取り組み、自己の指導力を振り返るとともに、校長と

の面談に活用する。 

取組Ⅲ 

管理職による授業観察を行い、個々の教員の課題を明らかにし、教材の

準備や指導技術、評価について、教員を指導することで、指導力の向上

を目指す。 

 

④家庭との連携 

取組Ⅰ 

一人一台のタブレット端末を利用した学年便り、保護者会などでの発信

に加え、公開授業や HP等で子供の学びの姿を家庭と共有できるように取

り組む。 

取組Ⅱ 
令和2年度の取り組みを継続させ、生活習慣や学校のきまりについて豊海

スタンダードを活用し、児童、保護者に分かりやすく具体的に提示する。 

取組Ⅲ 

宿題の提出率について、全学級において常に85％以上になることを目標

として学期ごとに確認し指導の改善を図る。タブレット端末を活用した

ドリル学習や課題の配信、学習履歴の情報共有等、家庭と連携して個に応

じた指導を充実させる。 



 

⑤体力向上 

取組Ⅰ 

マイスクールスポーツでは、なわとびに継続的に取り組ませ、なわと

びの楽しさを味わうとともに、リズム感・調整力・持久力を育てる。

また、なわとびの学校での取り組みをホームページや学校便り等で紹

介し、家庭からの理解と協力を得て、児童の意欲喚起を継続して図る。 

取組Ⅱ 

全般的に感染防止対策を行った上で、運動の機会や運動量を確保して

いくことに留意し、なわとびに取り組んでいく。個々の目標を設定し、

短縄月間において、授業や休み時間に全員が取り組む。 

取組Ⅲ 

体育の授業において、主たる運動につながる動きだけでなく、本校の

児童の課題である｢投力｣と「柔軟性」のある動きを高めるために、予

備運動を取り入れるとともに、その日常化を図る。 

 

 



学力向上に向けた視点 取組の成果 取組の課題及び解決策 

① 学力基盤 

・タブレット端末の自習アプリを活用

したり、百マス計算などの取組を盛んに

行ったりすることで、基礎基本の学力を

向上させることができた。 

・放課後補修教室では少人数に絞るこ

とで児童の学習意欲を高めることがで

きた。算数科においては、少人数で指導

することで、基礎基本の定着や、個別指

導にあたることができた。 

・基本的な学習規律は、担任間で情報を

よく共有し(学年会や日常的に)、学年で

子供たちを見ていく体制や思いができ

たことで比較的どの学級も落ち着いて

学習に取り組める環境ができた。 

・算数科においては、少人数で習熟度別

指導することで、基礎基本の定着に当た

ることができた。 

朝の時間の活用については課題がある。朝

の時間に連絡帳を書くことも大切。連絡帳

を視写として位置づけるなど工夫の余地

がある。 

・学習版の「豊海スタンダード」を作って、

全教員が共通の指導をする。 

・豊海塾については、６時間目の後のさら

に１時間が子供たちのモチベーション維

持が難しかったと感じる。内容や時間帯の

設定の仕方が今後の課題である。 

② 授業改善 

・漢字や計算などは、ドリルやノートで

練習し、タブレット端末で定着を図るな

ど、ハイブリットで取り組むことができ

た。 

・具体操作などでタブレットを使った

り、デジタル教科書を使ったりすること

で、学習内容とは関係ない遅れが減り、

学習内容に全員が参加できる時間が増

えた。 

・ICT機器を活用した資料や課題の提示

を行うことで、児童に課題や解決方法の

把握を容易にさせ、学習に対する理解を

深めることができた。 

・タブレット端末を活用して情報収集

するだけでなく、情報を整理したり、相

手を意識した発表をしたりすることが

できた。また、意見交流の学習を頻繁に

行うことで、学び合いの姿勢を育み、思

考力を深めることができた。 

・学力の定着を促すために、指導計画を見

直し、習熟の時間を確保する必要がある。 

・児童主体の学習を展開するために、学習

計画の立案から児童の思いを取り入れる

取り組みが必要。 

・一人１台の学習者用端末を使用すべき

場面と、従来の学習形態による指導の効果

が認められる場面かを判断し、使用場面の

検討を続け、より効果的にタブレット端末

を利用するための、授業計画を立案する必

要がある。 

・タブレットに不具合が生じた時、学習が

滞ることがあった。効果的な活用法を考

え、授業に取り組む必要がある。 



 

③ 教員の指導力 

・担当教科を決め、準備・調整などして、

授業づくりができた。 

・一部の学年では教科担任制を行うこ

とができ、同じ授業の複数回行うことで

指導力の向上につながった。 

・OJTグループで授業公開をしたり、実

践報告会を行ったりし、自主研修などを

実施して、若手教員の授業力向上を意識

した取り組みができた。 

・すべての学年で地域教材を使った授

業実践ができた。 

・地域を題材とした学習実践を行ったが、 

６年間を通した教材となるかは更なる検

証が必要。 

・自主的な OJT 活動にならないグループ

があった。定期的な時間設定がある方がグ

ループでの活動が活発化しやすい。 

・年に1回は、自分の授業を見せる機会を

設定する。 

・教科担任制については、ある程度の成果

が検証できたので制度として整えて行う

必要がある。 

④ 家庭との連携 

・どの学級もタブレット端末を活用し

て、課題を配信した。 

・コロナによる自宅待機児童、長期欠席

者、学級閉鎖中など、一人一台の端末を

活用し、授業配信をすることができた。 

・授業の配信時は、家庭学習に協力して

もらう必要があり、連携できた点は成果

と言える。 

・コロナ禍のため学校公開や行事の公開

に制限が多く、学校の様子が保護者に伝わ

りにくかった。 

・学校ホームページや Classroom などを

活用し積極的に学校から情報を発信して

いく必要がある。 

・配信できる授業を多様化していけるよ

う研修を充実させる。 

⑥ 体力向上 

・マイスクールスポーツ縄跳びの取り

組みは年間を通して実施できた。曲に合

わせて縄跳びをすることに児童は喜ん

で取り組んでいた。 

・投げる運動についても意図的に取り

入れ、年間を通して実施することができ

た。 

・児童が意欲をもって取り組めるよう縄

跳びカードを改善したり、取り組み方を変

えたりする必要がある。 

・コロナ禍で厳しい部分もあるが、兄弟学

年で見合う機会をつくったり、発表する場

をつくったり、縄跳び賞状などを用意した

りするなど工夫の余地がある。 


