
平成２８年度 授業改善プラン         学校名   中央区立佃島小学校   

 

                  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 

・朝学習において全校読書を行ったり、国語や算数の復習を中心とした時間を設けたりして、基

礎・基本の徹底を図る。 

・２年間の言語能力向上拠点校としての研究の成果を引き続き指導に生かす。また、新たに漢字検

定（３年生以上の希望者）に取り組み、語彙を豊かにし、さらなる言語能力向上を目指す。 

・第１学年～第６学年では算数において、その学年における学習状況や実態に応じて習熟度別指導

を実施する。 

思考力・判断力・

表現力の育成 

・各教科において、基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得を図るとともに、思考力、判断力、

表現力の育成に努める。習得、活用、探究の学習の流れを重視し、体験を多く取り入れた問題解

決型の学習を展開する。 

主体的な学習態

度の育成、学習へ

の意欲 

・年間指導計画に基づき、体験的・問題解決的な活動を行い、学び方やものの考え方、表現する力

を身に付け、課題を探究する態度の育成を図る。 

 

「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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○意欲的に学習に取り組む児童

が多い。 

○段落相互の関係を捉えて読み

取る力が付いてきている。 

▲相手や目的を意識して話すこ

とに課題がある。 

▲漢字の定着に個人差が見られ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「学習力サポートテスト」 

○全国の平均正答率を５ポイン

ト上回り、特に、「書く能力」

「読む能力」についての正答

率が高い。 

○８割以上の児童が文章の内容

を的確に読み取ることができ

ている。 

○メモをとりながら、大事なこ

とを落とさないように聞き取

○音読や漢字練習に意欲的に取

り組み、字も丁寧に書く児童

が多い。 

○要約する力が付いてきてい

る。 

▲話題にあった会話を続けるこ

とやメモをきちんととること

に課題が見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「学力向上を図るための調査」 

○都の正答率を４ポイント上回

り、特に「読み解く力」に関

しては、９ポイント上回って

いる。 

▲「技能」に関して、都平均よ

り10ポイント下回っている。

その中でも特に、主語と述語

の働きについての理解に課題

がある。 

○パンフレットや新聞作りなど

の活動に意欲的に取り組む児

童が多い。 

○要旨をとらえて読む力が付い

ている児童が多く、ワークテス

トでは８割以上の児童が到達

している。 

▲話し合いのテーマからそれな

いように、意識して話したり聞

いたりすることが難しい児童

が多い。 

▲自分の意見と理由を区別して

書いたり、具体的にテーマに即

して書いたりすることに課題

が見られる。 

 

「学習力サポートテスト」 

○全国の平均正答率を8ポイント

上回り、特に、「読む能力」に

ついての正答率が高い。 

○文章の内容や情報を的確に読

み取ることができている。 

▲５年配当漢字の習得に課題の

ある児童がいる。 

 

 

各教科・領域において、基礎的・基本的な学力や望ましい学習態度を確実に身に付けさせ、生涯に

わたって学び続けるための学習素地を育成する。 

 

・健康で 明るい子ども ・礼儀正しく 思いやりのある子ども  

・よく考え すすんでものごとに取り組む子 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

算 数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ることができている。 

▲ローマ字のつづりを理解して

いる児童が４割程度と、課題

である。 

▲「２段落構成で書くこと」「理

論的理解」「全体構成の理解」

の点においてやや課題が見ら

れる。 

 

 

 

○課題に熱心に取り組む児童が

多い。 

○基本的な計算の仕方を理解

し、正確に計算することがで

きる児童が多い。 

▲自分では解くことができて

も、友達に分かりやすく説明

することができない児童が多

い。 

 

「学習力サポートテスト」 

○全国の平均正答率を６ポイン

ト上回り、基本的な計算につ

いては、ほとんどの児童が定

着している。 

▲円の学習における、知識理解

にやや課題がある。 

▲考え方を説明することにやや

課題が見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○分かったことを新聞やノート

にまとめる活動に意欲的に取

り組むことができる。 

▲表やグラフを読み取ることが

できているが、そこから何が

分かるのかを表現する力に少

し課題がある。 

 

「学習力サポートテスト」 

○全国の平均正答率とほぼ同じ

である。 

▲地図記号についての理解に課

題がある。 

▲生産や販売に関する理解に課

題がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○関心・意欲は高い。授業中に

おいても課題に意欲的に取り

組む姿が見られる。 

○ワークテストでは、８割以上

の児童が到達している。 

▲文章題において、立式や答え

を導き出すための課題を考え

られるようになることが課題

である。 

 

「学力向上を図るための調査」 

○都の正答率を６ポイント上回

っている。 

▲「読み取る力」、「解決する力」

は、都の平均を10ポイント上

回っているが、さらに、基礎・

基本の定着とともに、発展的

な学習にも取り組んでいきた

い。 

▲平面図形、立体図形の理解に

課題がある。 

▲問題を整理、分類する力が弱

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○資料やグラフから､社会的事

象をとらえることができてい

る。 

▲都道府県名の定着がまだ不十

分である。 

 

 

 

「学力向上を図るための調査」 

○都の正答率とほぼ同じであ

る。 

▲仕事に対する工夫や努力を考

えることの正答率が3割程度

であった。 

 

 

 

「全国学力・学習状況調査」 

○国語 A は全国平均正答率を8ポ

イント上回り、８割、国語 Bは

14ポイント上回り、７割の正答

率である。 

▲平仮名で表記されたものをロ

ーマ字で書く問題について、全

国の正答率を下回っているも

のあり、正答率が４割程度と課

題がある。 

 

○算数に関する関心・意欲は高

い。自分の考えをもち、説明し

ようとする児童が多い。 

▲正確・確実に問題を処理するこ

とに課題が見られる。 

 

 

 

 

 

「学習力サポートテスト」 

○全国の平均正答率を10ポイン

ト上回り、「数量関係」の領域

では、20ポイントも上回ってい

る。基本的な計算については、

ほとんどの児童が定着してい

る。 

▲大きな課題は見られないが、考

え方を見る問題について、さら

に伸ばしていく余地がある。 

 

 

「全国学力・学習状況調査」 

○算数 A は全国平均正答率12ポ

イント上回り、９割、算数 Bは

16ポイント上回り、６割の正答

率である。 

▲図形を構成する角の大きさを   

基に、四角形を並べてできる形

を判断する問題について、全国

の正答率を６ポイント下回り、

正答率が２割程度と課題があ

る。 

 

○資料やグラフから、社会的事象

をとらえることができている。 

 

 

 

 

 

 

「学習力サポートテスト」 

○全国の平均正答率を9ポイント

上回っている。 

▲工業生産を支える貿易、原材料    

を輸入しているという日本の

工業についての理解に課題が

ある。 

 

 



 

理 科 

 

 

 

○予想（理由）→実験→結果→

考察という流れを、意識し、

ノートにまとめる力が身に付

いている。 

▲植物の様子をじっくり観察し

たり、丁寧に記録したりする

ことが十分ではない児童がい

る。 

 

「学習力サポートテスト」 

○全国の平均正答率を9ポイン

ト上回っている。 

▲「虫めがねの使い方」「植物や

昆虫の育ち方」の理解に課題

がある。 

 

○予想を立て実験し、結果や結

論をノートにまとめる力が付

いている。 

▲植物の発芽や生長に関する実

験において、意味は理解して

いるが正答率に個人差が見ら

れる。 

 

 

「学力向上を図るための調査」 

○都の正答率を５ポイント上回

り、特に「知識・理解」「技能」

の正答率が高い。 

▲「読み取る力」、「解決する力」

が、都平均より10ポイントほ

ど上回っているが、正答率と

しては低く、課題である。 

▲電気や電池の性質の理解、実

験の結果と予想とを比較・関

連付けて考えることに課題が

ある。 

 

○実験結果をノートにまとめた

り、観察結果を正確に丁寧に書

いたりすることに昨年度から

改善が見られる。 

 

 

 

 

 

「学習力サポートテスト」 

○全国の平均正答率を3ポイント

上回っている。 

▲電磁石についての正答率が2割

と課題がある。 

 

調査以外の

教科につい

て の 成 果

（○）と 

課題（▲） 

 

 

＜音楽＞ 
○音楽に関心をもち、楽しみながら進んで活動することができる児童が多い。 

○音楽的なよさや美しさを感じ取り、音楽表現を工夫することができる。 

○技能の習得に進んで取り組み、身に付けることができる児童が多い。 

○聴く観点を意識して、曲想などを感じ取りながら聴くことができる。 

▲表現の仕方について、深める力がやや弱い。 

▲苦手意識をもっている児童の中には、丁寧な個別指導の必要な児童がいる。 

＜図画工作＞ 
○全体的に興味関心が高い。 

○導入時に丁寧に説明をすることで、様々なアイディアをもち、思いを表現する児童が多かった。 

▲道具や材料の扱いに不慣れな児童が多い。 

＜家庭＞ 
○調理実習や作品作りの関心・意欲は高い。 

○グループで協力して活動する楽しさを実感している。 

▲技能に個人差がある。 

▲知識・理解として学んだことを日常生活に生かしていくことに課題がある。 

▲裁縫におけるなみ縫い、返し縫いなど個人差が見られる。 

＜体育＞ 
○高学年では友達どうし教え合ったり、課題を一緒に解決したりしようとする姿勢が見られ、自分

たちで学ぶことができるようになっている。 

○意欲的に運動に取り組む児童が多い。 

○ゲームや作戦を工夫することに課題がある。 

▲技能面の個人差をうまく生かしながら楽しく学習することに課題がある。 

▲集団行動、安全に楽しく行うことに課題のある児童がいる。 

▲低学年では、スキップができない児童、走る活動でも転びやすい児童がいる。 

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 〈国語〉 

○少人数グループで表現方法の工夫をして、楽しく発表することができる。 

○音読に意欲的に取り組む児童が多く、内容もおおむね読み取ることができている。 

○自分が思ったことや考えたことを５文程度の文章が書けるようになってきた。 

▲助詞を正しく使い短文を作れる児童が8割程度、2割は教師の支援が必要である。 

▲場面の様子をもとに想像を広げて読む学習で、自由に想像し、表現することがあま

りできない児童がいる。 

〈算数〉 

○１０までのたし算、ひき算は全員できている。 

○関心意欲は高く、積極的に発言する児童が多い。 

▲はじめてみる文章題や応用問題になると、考える集中力が保てない子がいる 

▲個人差が大きい。 

 



 

昨年度の授業改善プランに基づく結果（○）と主な課題（▲） 
○辞書を引く習慣は定着してきている。さらに語彙を増やすためにも、次年度３～６年は「漢検」に取り組む。 

○話し合う目的を明確にした授業を行うことで、思考を広げたり、深めたりすることができた。 

○朝読書が定着している。また、「佃島おすすめの図書100冊」に児童が取り組み、読書量が増えている。 

○レディネステストを必ず行い、その結果を基に、個に応じた学習計画を立てることで、意欲的に学習に取り組む児童

が増えている。 

▲補習を行う時間の確保が課題である。 

 

 

 

改善の方針 

 

 

○学習力サポートテスト、都学力調査、全国学力学習状況調査の結果を受けて、課題解決のために、

重点化するポイントを定め、指導法の工夫を行う。形成的評価を重視し、指導内容の理解度を常

に計りながら、次の指導に生かす。 

○２年間の言語能力向上拠点校としての研究を生かし、各教科等で身に付けさせたい力を明確化

し、児童が言語活動を通して課題解決することができるよう指導を進める。 

○国語では、昨年までの校内研究を生かし、「聞く・話す」「書く」「読む」能力を高める指導法の

工夫に取り組む。 

○算数では、習熟度別指導を充実するため計画を見直し、更に個に応じた指導の充実を図る。 

また、東京ベーシックドリルの診断テストを活用し、個々の学習状況を把握し、指導に当たる。 

○社会では、社会的事象の意味について考える活動や資料を読み取る活動を意図的に組み入れ、思

考力・判断力を育成する授業を展開していくようにする。 

○理科では、動植物の飼育・栽培などを通して科学的思考・観察力を育成していく。 

○体育では、校内研究を生かし、運動の楽しさを味わわせる学習を行っていく。 

〈生活〉 

○身の回りの様子や自然について関心をもって学習に取り組むことができる。 

○アサガオの観察は意欲が高かった。水やりも意欲的で、観察カードもよく書けてい

た。 

第２学年 〈国語〉 

○国語に関す関心・意欲は高い。授業中においても積極的に発言している。 

○登場人物の気持ちをワークシートに書き、全体交流することで、深く読みとること

ができる。 

○ペアでの話し合いを日常的に取り入れることで、課題に沿って話し合う児童が増え

てきた。 

○スピーチを行うことで、聞き手に伝わる話し方や、話し手への質問などを考えられ

るようになってきた。 

▲助詞を正しく使えず、正しい文章を書くことができない児童がいる。 

▲自分の思いや考えをまとめるのに時間がかかり、なかなか書けない児童もいる。 

〈算数〉 

○なぜその式になるのかなど、筋道をたてたり、算数の言葉を使ったりして表現でき

る児童が増えてきた。 

○繰り上がり繰り下がりなどに気を付けて、正確に計算できる児童が増えた。 

▲長さや水のかさなど、単位を付けて計算する問題になると、混乱してしまう児童も

いる。 

〈生活〉 

○異学年との関わりに意欲的に取り組むことができている。 

第３学年 〈国語〉 

○関心・意欲が比較的高い。 

○読書が好きな児童が多く、物語の読み取りなどできている児童が多い。 

▲接続詞を使って文章を書ける児童が4割程度である。 

▲既習の漢字や新出漢字の定着に個人差が見られ、正答率に偏りがある。 

▲文章構成を考えて書くことに課題がある児童がおり、個人差が大きい。 

〈算数〉 

○基本的な計算はおおむねできており、また、既習事項を活用し課題を解決すること

が身に付いている。 

▲演算決定ができる児童が6割程度である。 

〈社会〉 

○ほとんどの児童が、地図記号、方位などの知識が身に付いている。 

▲自分の考えを書くことに慣れておらず、自分の考えが書けない児童が数十名いる。 

〈理科〉 

 ○ほとんどの児童が観察したことを丁寧に絵や文で書き表すことができる。 

▲自分の考えを書くことに慣れておらず、自分の考えが書けない児童が数十名いる。 



【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 

 

○言語活動の充実を図るため、全教育活動の中で工夫して取り入れる。 

○日常的に国語辞典を活用し、語彙を増やす。 

○「話す・聞く」場面を意図的に設定し、力を付けるためのスピーチ、対話

を充実させる。 

○国語では、「読む」力を付けるために、朝読書を行い、音読や群読を取り入

れる。 

○算数では、習熟度別指導を基本とし、単元の内容を考慮しながら、児童に

合った指導計画を考える。 

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 

○：学校全体として取り組む項目 △：教員個々に取り組む項目 

基礎・基本の定着 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈国語〉 

○昨年までの校内研究を生かし、「聞く・話す」「書く」「読む」能力を高める

指導法の工夫に取り組む。 

○漢字、文章の読み取り方、話す・聞くなど基礎力の指導を丁寧に、繰り返

し行う。 

△漢字の 10問テストを活用し定着を図る。 

△文章に線を引かせるなどして、要旨を読み取りやすいようにする。 

△宿題や基礎・基本タイムを活用し、漢字学習を充実させる。 

△大きな声で発言できるように、「今月の詩」を提示し、毎回の国語の導入と

して暗唱を行う。 

△カタカナプリントを用いて、繰り返しカタカナの言葉を理解する学習を行

う。 

△読み聞かせや読書の時間を設けることで、物語に浸る経験を増やしたり、

語彙を増やしたりする。また、話を聞く学習において、話し手に注目して

話を聞くことや、姿勢などに気を付けさせる。 

 

〈社会〉 

○社会的事象の意味について考える活動を意図的に組み入れ、思考力・判断

力を育成する授業を展開していくようにする。 

△考える力をつけるために、見本を提示し、どのように自分の考えを書けば

いいのかアドバイスをする。 

 

〈算数〉 

○習熟度別指導を充実するため計画を見直し、更に個に応じた指導の充実を

図る。 

△立式の理由などボードや画用紙を使い、説明する場を設ける。よいものは、

掲示で残しておく。 

△レディネステストを活用し定着を図る。 

△｢量感｣を養うために具体物やイラストを用いて、具体的なイメージをもた

せながら算数の知識・理解を図る。 

△2飛び・5飛びの数を唱えさせたり、計算カードで加減計算を反復学習させ

たりするなどして、数に対する感覚を養わせる。 

△10までの足し算、引き算・繰り上がり、繰り下がり・時刻・問題づくりな

ど、基礎学力の定着を確実に行うために、毎学期検定を行う。 

 

〈理科〉 

○動植物の飼育・栽培などを通して科学的思考・観察力を育成していく。 

△考える力をつけるために、見本を提示し、どのように自分の考えを書けば

いいのかアドバイスをする。 

国語「書くこと」 

 

 

 

△ノート指導に丁寧に取り組んだり、行事ごとの日記や本の紹介などで、表

記方法を確実に指導したりして、書く力の育成を図る。 

△文章を書く際に、主語や述語・助詞などについての注意点を丁寧に指導す

る。 

△日記においても文法の間違いには訂正を加え、間違いをはっきりさせなが

らも表現活動を楽しくできる工夫をしている。 

△ひらがな50音、カタカナ、漢字の習得や、音読や詩の暗唱など、基礎学力

の定着を確実に行うために、毎学期検定を行う。 

△教師モデルの提示及びモデル文の分析を行い、書くためのポイントをおさ

える。 



△書き出しの文を提示する、文章構成ごとに書かせる等、個別に対応してい

く。 

△自分の意見を書く場合に、理由や根拠を具体的な事例で示すことを徹底す

る。 

△実際の社会に即したテーマを与える活動を、継続して行う。 

△事前に書くことの概略を考え、段落構成も含めてメモする習慣をつける。 

△友達同士見直すことにより、客観的に文章を捉え、見直すことができるよ

うにする。 

△正しい助詞、接続詞を使いながら、文章を書く学習を多く設定する。 

△丁寧なノート指導に取り組み、書く力の育成を図る。 

△朝の会でのスピーチや、全校朝会の校長講話のまとめを書く活動など、自

分の考えや人の話などの要点をまとめる活動を随時取り入れ、書く活動を

日常的に行う。 

国語「話すこと」「聞くこと」 

 

△朝の会や帰りの会で1分間スピーチの時間を作り、日常的に話すこと・聞く

ことの活動を取り入れ、話題の中心を捉えさせる。 

△日直のスピーチや授業内での発言の仕方など、ルールを決める。自信をも

って発言できるようにする。分かりやすく話すことができている児童を認

め、クラスで共有する。 

△対話や少人数グループでの活動を工夫し、話すこと・聞くことの力を育成

する。 

国語「読むこと」 

 

 

△心情理解のためにサイドラインを取り入れ、変化を読み取らせる。説明文

では、要点を付箋に記入し整理していく。また、交流することにより、理

解の共有化を図る。 

△読みが深められるようなワークシートを工夫し、心情や情景を表す言葉を

ていねいに指導する。 

△文章全体の意味段落を意識させ、みんなで分けるだけではなく、自分で分

ける機会も多く設定していく。 

△児童に読みとらせたい言葉や文を事前に確認しておき、適切に指導できる

ようにする。 

△全体で学ぶ、ペアで確認、個人で課題解決というようにスモールステップ

で学習し、主体的に課題に取り組めるようにする。 

△単元で身に付けた力を生かして取り組む発展的な課題を設定し、目的をも

って学習に取り組めるようにする。 

算数「数学的な考え方」を高め

る指導 

 

 

 

△児童がより身近に感じ、具体的に考えることができる課題提示を行う。 

△自力解決の時間を十分に確保し、課題に向き合う時間を長くとる。 

△立式の根拠となる部分など、話し合いのポイントを焦点化したグループ活

動を取り入れ、自分の考えをもたなければならない必然性を作る。 

△文章問題から、数直線やテープ図、表に表すことで立式の根拠を明確にで

きるよう指導する。 

算数「技能、知識理解」に関す

る指導 

△様々な領域のプリントを常に用意し、領域の偏りなく継続的に問題を解く

活動を行う。 

△習熟度に応じた指導を工夫する。ブロックやプリント、算数非常勤講師と

の連携を図り、基礎的・基本的な学習内容の定着を図る。 

社会「資料活用」 △資料の読み取りを増やし、活用する力を付ける。 

発問の工夫 △主発問以外にも補助的な発問を行い、考える機会を多くとる。 

△児童の発言内容にも他者の理解度を図っていくために補助的な発問を取り

入れ、思考するきっかけを与えていく。 

評価活動の工夫 

 

○学習力サポートテスト等の結果を踏まえ、児童の学習定着状況を把握し、

指導の工夫に努めるとともに、単元の評価規準を基に、毎時間の評価規準、

評価方法及び評価規準を達成するための手だて、既に評価規準を達成して

いる児童への手だてを明確にし、指導と評価と支援の一体化に努める。 

○学校評価ならびに、保護者・児童のアンケート、学校関係者評価委員会等

の評価を分析し、指導に生かす。 

家庭や地域との連携の工夫 

 

○家庭学習を充実させ、基礎・基本の充実を図る。児童の学習や生活の習慣

形成が図れるよう、学校と家庭が同一歩調で指導にあたる。そのために、

家庭に対して、学校便りをはじめとした学年・学級便り等の情報発信を行

うとともに、人材を活用したり、自然・社会体験への協力を得たりして、

親密な関係作りに努める。 

○サマースクールや休み時間等において、個別指導の時間を確保し、基礎・

基本の徹底を図る。 



検証方法 

 

○各単元のまとめのテスト、学期末のまとめのテスト、小テストや学習中の

姿から見取る。 

○算数では、年３回東京ベーシックドリルの診断テストを行い、個々の習熟

状況を把握し、指導・支援を行う。 

○特に支援が必要な児童に対しては、個別支援計画を作成し、計画に沿って

指導・評価・支援する。 

 
【学力向上を支えるその他の取組】 
○週２回朝15分間設定されている朝学習における読書の実施・計算や漢字等の練習の充実 

・金曜日は、読書の時間を確保し、朝読書を奨励する。 

・火曜日は、計算プリント、計算ドリル、ベーシックドリルの活用、漢字ドリル、音読練習を行い、基礎・基本の

定着を図る。 

 


