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学校経営方針（確かな学力向上にかかわる内容） 

 

 

 

 

令和２・３年度「学習力サポートテスト」や令和２・３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 

・令和２年度「学習力サポートテスト」において、

「話す・聞く能力」の分野で、「相手の発言を注意

して聞いて、自分の考えをまとめることができる」

において１・２年の正答率が全国平均を下回って

いる。令和３年度「学習力サポートテスト」では、

「話す・聞く」分野も含め、どの分野も全国平均

を上回ったが、「読む能力」においては若干上回っ

たにとどまった。 

・日常の学習の様子から、学習内容が十分な理解に

至らない生徒が、考えることをしなくなってしま

う傾向があり、特に２年生の各分野において顕著

になっている。 

・令和３年度「全国学力・学習状況調査」では、平

均正答率が各領域のほとんどの項目において全国

平均を上回ったが、「話すこと・聞くこと」の領域

では同程度であった。 

・毎回の授業で、目標と振り返りを提示しているが、

効果的な取組につながらないことがある。 

・読む活動や書く活動に比べて人

前で話す機会が少ないことが

要因のひとつと考えられる。 

・多くの生徒に目が届くようにな

った分、個別の指導において、

自ら考える機会が少ない。 

・発表や話し合いの機会を設け、

言語活動に留意してきたが、よく

考えた上での建設的な発言や意

見を発表をすることに注意をむ

けることが不十分であった。 

・目標の提示による見通しの確認

が不十分だったり、振り返りの時

間を十分に確保できなかった。 

数 学 

・令和２年度「学習力サポートテスト」において、

基礎・活用分野では、各学年とも「活用分野」の

正答率が区の平均よりも高い一方、「基礎分野」の

正答率が区の平均よりも若干低い。令和３年度も

ほぼ同様の結果となった。 

・「学習力サポートテスト」において、領域別では、

各学年とも「資料の活用」の正答率が区の平均よ

りも若干低くなっている。また、令和３年度「全

国学力・学習状況調査」では、平均正答率が各領

域のどの項目においても全国平均を上回ったが、

「資料の活用」領域において若干上回ったにとど

まった。 

・授業でＩＣＴを活用する場面が増えたが、生徒の

・数学の授業において、数学的な

活動や言語活動に取り組んで

いる一方、基礎的な問題の反復

練習が少ないことが考えられ

る。 

・データを読み解いたり分析した

りする演習が、十分でなかった

ことが考えられる。また、デー

タを活用した授業において、実

験や生のデータを使用したが、

データのばらつき等への配慮

が足りなかった。 

・ＩＣＴの活用が、授業者からの

未来をめざす生徒たちに「確かな学力」をつける 

①「知徳体」校内研究を通した授業改善 ・毎授業における学習目標と振り返り ・問題解決学習 ・話し合い活動 ・体験学習 

②少人数授業の充実（教科部会） ③ICT（デジタル教科書）、学校図書の活用（朝読書） ④区講師の活用 

・深く考え 実行する生徒   ・自ら学び 伸びていく生徒   ・励まし合い 助け合う生徒 

・礼儀正しく 規律ある生徒  ・個性豊かで たくましい生徒 

 



「対話的・主体的で深い学び」につながっていな

い。 

・毎回の授業で、目標と振り返りを提示しているが、

効果的な取組意欲の向上が不十分である。 

提示になってしまうことが多

く、話し合い活動などに活用で

きていなかった。 

・目標の提示による見通しの確認

が不十分である。また、学習効

果と振り返りの関連が生徒に

十分理解されないことが考え

られる。 

社 会 

・令和２年度「学習力サポートテスト」の全体の正

答率が全国の平均を若干下回った。特に統計資料

を読み込み、課題を見つけることができていない。

令和３年度もほぼ同様の結果となった。 

・令和２年度「学習力サポートテスト」において、

論述問題の正答率が低くなっている。無回答の生

徒はいないが、正答にたどり着くことができなか

った。また、最初から問題を解くことを諦めてし

まう生徒もいた。令和３年度もほぼ同様の結果と

なった。 

・統計資料に対し、苦手意識が見

受けられる。特に雨温図や地形

図、貿易額を表すグラフなど、

日頃から統計資料に親しむ必

要がある。 

・社会科用語の語彙力の不足が考

えられる。語彙力テストなどを

行う必要がある。また、授業で

自分の意見などを論述をする

機会が少ないため、定期的に小

レポートを実施する必要があ

る。 

理 科 

・令和２年度、「学習力サポートテスト」において、

湿度・密度などの計算が必要な単元の正答率が低

かった。 

・文章題の読み取りが正確にできておらず、問題の

意図が汲めていない。 

・「学習力サポートテスト」において、生物分野にお

いて全国平均を下回った。 

・令和３年度、１学年は「知識・技能」、２学年は「観

察・実験の技能」「自然事象についての知識・理解」

が、全国平均正答率を下回った。経年比較では、

２年、３年ともに、前年度より上昇傾向にある。 

・目標と振り返りを提示し、生徒が見通しをもって

授業に取り組ませる必要がある。 

・小数の計算を行うことができて

いないためと考えられる。 

・読解力が不十分であり、演習が

必要である。理科の用語につい

ての理解度が低い。 

・実体験が少ないために、実物を

見たことがなく、イメージがわ

きづらい。 

・生徒用タブレットや電子黒板、

大型テレビ等を用いて、写真や

動画を視聴させ、生徒がイメー

ジできる工夫が必要である。 

英 語 

・令和２年度「学習力サポートテスト」において、

書く力が全国正答率を上回っていたが、場面に応

じて書く英作文が全国正答率を下回っていた。令

和３年度は１学年において、英作文の正答率が全

国正答率を下回っていた。 

・英語が苦手な生徒が、既習の単語や文法がわから

ず、授業中学習に取り組めないことがあった。 

・定期考査などから、全生徒の学力の定着や学習進

度などに大きなばらつきがあるのがわかった。 

・今年度より学習者用デジタル教科書を使用するこ

とが可能となったが、紙媒体と比べ、使用するま

でに時間がかかってしまった。また、使用するに

あたり、授業内で無駄な時間が増えてしまった。 

・Today’s Goal を示し、授業の振り返りを行ってい

・大きい枠組みのトピックを設定

していた。実生活や実体験に則

したトピックの設定させるこ

とができなかった。 

・英語を苦手とする生徒に対する

フォローアップは補習等でし

ているものの、その生徒たちが

活躍できる場面を設定するこ

とができていなかった。 

・コミュニカティブな授業展開

と、その活動ごとにペアや教室

内で共有をさせる機会が少な

かった。 

・英語部会などでの生徒情報の細



る。目標を意識し、取り組めている生徒も多くな

ってきたが、まだ意識せずに授業に取り組んでい

る生徒もいる。 

 

かい共有、ワークシートなどで

の学力や学習進度の把握を十

分にする機会が少なかった。 

・授業全般において、教科書を使

用する時のみのタブレット使

用が多かった。そのため、生徒

にとって常にタブレットを必

要とする意識が薄かった。 

・板書やプレゼンテーションソフ

トを使って提示していたが、教

員側の生徒への目標提示のイ

ンパクトが小さかった。 

保健体育 

・「東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動

習慣等調査」の生活運動習慣等調査結果、生徒に

よって習熟度に違いが出た。 

・「東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動

習慣等調査」の結果として、全学年、多くの項目

で東京都平均を下回る結果となった。長座体前屈

がどの学年も平均値を大きく下回った。 

・日頃の授業において、生徒同士で相手の特性や能

力を考えてアドバイス等を送ることができなかっ

た。 

・単元によるが、ＩＣＴを取り入れ、撮った映像を

元に互いに評価をしあう時間を多く取り入れた結

果、積極的にアドバイスを送り合う構図を形成で

きた。 

・日頃の授業において、主運動の動きを実践するこ

とが難しい生徒が数人いた。 

 

・毎回の授業で目標と振り返りを提示しているが、

生徒の取り組みに直結しないことが多い。 

 

・体の使い方などのイメージがあ

まりできていなかったことに

よる。 

・日頃の授業において、生徒同士

で相手の特性や能力を考えて

アドバイス等を送ることがで

きなかった。 

・学習カードや ICTを活用する場

面は多かったが、個人を見たア

ドバイスができなかった。 

・１人の生徒に対する指導が長く

なってしまい、全部の生徒に対

応することができなかった。 

・学年によって変わる、実態に合

った運動能力に合った補強運

動を提示できていなかった。 

・教科担当が想定した内容が生徒

の学習状況にマッチしていな

かった。 

 

 

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 
授業評価アンケート・学校評価アンケート（生徒・保護者向けア

ンケート）において、「基礎・基本を身に付けているか」という項

目等が８０％を目標とする。 

②授業改善 
学校評価アンケート等において、「授業改善に努めているか」とい

う項目が生徒・保護者ともに８５％を目標とする。 

③教員の指導力 
授業評価アンケート・学校評価アンケート・外部評価委員会等に

おいて、「授業や補習を工夫し、生徒の学力を高め、個性を伸ばし

てくれているか」という項目等が８０％を目標とする。 

④家庭との連携 
保護者アンケートにおいて、１時間以上家庭学習をしている生徒

（塾等を含む）が１年生では５０％以上、２年生では６０％以上、

３年生では７０％以上を目指す。 



⑤体力向上 
「東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査」の

生活運動習慣等調査結果で、東京都の平均値を上回る。 

 

 

 

 

【目標達成のための具体的な取組内容】 

①学力基盤 

取組Ⅰ 

年間指導計画・評価計画・学習の手引きの活用と年間を通した授業時数の

適正化を図る。 

・重点的な指導や繰り返し指導等の指導計画、英語と数学における少人数

指導等の指導体制、一人一人の生徒の理解の程度や興味・関心に応じた

指導の充実など、指導方法・評価方法を工夫。教員向けアンケート（以

下、「自己評価」とする）、生徒、保護者向けアンケート（以下、「学校

評価アンケート」とする）により検証する。 

・ＩＣＴの計画的な利用 

 ＩＣＴ機器（特にタブレット）の使用を積極的に行う。タブレット内の

デジタル教科書、ミライシード、Ｓｋｙメニューなどを授業内、補習教

室、また家庭学習において計画的に使用し、主体的・対話的な授業展開、

また基礎学力の定着を目指す。 

 

取組Ⅱ 

授業時間外に学習する時間を確保し、課題解決への取り組みを行う。 

・朝読書 

 朝の時間を使って、本を読む習慣をつける。授業時に必要な読解力を養

い、読書を通して先人の知恵を学び、活字に慣れ親しみ、読解力や想像

力・創造力の向上を目指す。 

・補習教室 

放課後や夏季休業日等の長期休業を利用し補習授業（国・数・理・英）

を実施する。各教科で出た課題と要因を補い、基礎内容の定着を図る。 

・検定受検の促進 

英語検定、漢字検定、数学検定の受検を促進すると共に、対策を補習で

行っていく。 

 

 

取組Ⅲ 

校内研究や研修を通して、先生への働きかけを行う。 

・校内研究「東京2020の機会を生かした国際教育の推進」 

学習目標を明確にし、学び合いの力を育てることで、グローバルな視点

をもつ生徒を育成する。豊かな国際感覚を醸成し、積極的にコミュニケ

ーションを図ろうとする態度や、相手の意図・考えを的確に理解した上

で、論理的に説明したり、反論・説得したりできる能力を育成する。年

２回実施する生徒対象の授業評価アンケート（１学期末、２学期末）お

よび教員対象の研修会（夏季休業中、３学期始め）の活用。 

・過去のアンケート結果や学力調査結果（中央区サポートテスト）と比較

し検証する。 

 



 

 

②授業改善 

取組Ⅰ 

・毎時間、本時の目標と振り返りを生徒に分かりやすく提示し、授業への

取組意識の向上を図る。達成できたことや課題に気付き、新たな目標を

もたせる。 

・理科の授業において、実験を通した対話的な授業を実践する。 

・社会の授業において、問題解決型学習、また基礎・基本の徹底学習を行

う。 

以上の項目について生徒対象の授業評価アンケートにより検証する。 

取組Ⅱ 

・公開授業、研究授業、授業評価アンケートの報告会等を実施し、教員相

互による検証を行う。 

・少人数の班を編制し、グループワークや話し合い活動の充実。学校評価

アンケートや年間５回の研究授業を通して検証する。また、研究とも関

連させ、校内研修会の中で改善策の検討および共有を図っていく。 

取組Ⅲ 
・学校評議委員会の外部評価を検証し、職員会議や教科部会の中で改善策

の検討および共有を図っていく。 

 

③教員の指導力 

取組Ⅰ 
・学習の手引き、生徒による授業評価アンケート、通知表、教科面談、学

習力サポートテスト、学力向上プラン、校内研修を活用したＰＤＣＡサ

イクルを実践する。 

取組Ⅱ 
・校内研究を通じて、知（確かな学力）・徳（豊かな心）・体（健やかな体）

をバランスよく育てる授業改善に努めると共に、管理職による授業観

察、及び指導・助言を行う。 

取組Ⅲ 
・教育会や外部における各研修会、また校内研修で授業改善策の考案やそ

の共有などを図る。 

 

 

④家庭との連携 

取組Ⅰ 
三者面談において、各教科の提出物の提出状況や実施状況などを確認す

る。また、希望者を対象に教科面談を実施。また状況に応じた個別面談や

家庭訪問を行う。 

取組Ⅱ 
毎日の生活記録、定期考査前の学習計画表の活用、ノート提出などの点検

活動、各教科からの課題等により家庭学習の習慣化や質の向上を図り、自

発的な学習習慣を身に付けさせる。学校評価アンケートにより検証する。 

取組Ⅲ 
月１回の学校だより、毎週末の学年だよりを通しての情報提供および啓発

を行う。 



 

 

 

【取組結果の検証】 

⑤体力向上 

取組Ⅰ 
保健体育科授業における準備運動の充実。運動量の確保と質的改善に向け

た授業改善。 

 

取組Ⅱ 
骨密度測定を行い、自分の食生活・運動習慣を振り返る。 

取組Ⅲ 
運動部を中心とした部活動の奨励。練習方法の工夫。 

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 

生徒学校評価アンケートによると、「授

業の内容はよく分かる。」という項目に、

９１％の生徒が肯定的であった。 

また、年間を通して、国語・数学・英語・

理科の補習教室を開き、基礎学力の定着

を図った。 

保護者学校評価アンケートにおいて、「学

校は個の達成度を把握し、生徒に基礎学力

が身に付くように教えている。」という項

目に、７１％の保護者が肯定的な回答であ

った。家庭のニーズも認識しながら、生徒

に身に付けさせるべき学力を確実に向上

させることが必要である。 

②授業改善 

校内研究「知」の分科会において、「生

徒が自ら課題を発見することで、自ら道

を切り拓いていく能力を育成する。」と

いう目標を掲げ、「目標」の提示と「振

り返り」の実践ができた。また、年２回

生徒による授業評価アンケートを実施

するとともに、その結果を各教科ごとに

分析し、研修会で報告した。教科に関わ

らず、全教員で共通理解を図った。 

課題解決型学習の授業を展開することを

目標としていたが、知識の定着を図る時間

の設定も必要であるため、そのバランスが

思い通りいかないこともあった。今後は、

指導計画を見直していくことが必要であ

る。 

③教員の指導力 

生徒学校評価アンケートによると、「先

生方は学習目標と振り返りを示し、学習

の見通しをもたせ、生徒の学力を高めて

くれている。」の項目で９６％の生徒が

肯定的であった。また、年に２回行った

生徒アンケートによると、全ての教員に

おいて生徒評価の数値が向上している。 

保護者学校評価アンケートにおいて、「学

習課題の提示、振り返りを通じて、学習の

見通しをもち、課題を発見する力が育って

いる。」という項目で肯定的な意見が７

３％であった。「分からない」という意見

が１４％であった。ＩＣＴ活用や家庭学習

などのより一層の工夫が必要である。 



 

④家庭との連携 

保護者アンケートによると、「学校は学

校だよりや学年だより、学校公開などを

通して、生徒の学習の様子や生活がわか

るようにしている」という項目におい

て、９３％の肯定的な意見であった。家

庭学習の時間について、定期考査の前は

課題を提示することにより、生徒の家庭

学習の時間は大幅に増えていることが、

テスト期間の学習計画表などから分か

る。家庭への連絡を密にしたことで、保

護者にも家庭での協力をいただけてい

ると見て取れる。 

テスト前は家庭学習の時間は確保できて

いるが、そうではない期間の学習時間の把

握をしなくてはならない。各教科で課題を

出したり、ＩＣＴ機器での課題を提示して

いるが、充分かどうかを確認する必要があ

る。保護者のアンケートに家庭学習につい

て聞く項目を入れ、また面談等を通して、

家庭での様子をヒアリングしていく。 

⑤体力向上 

「東京都児童生徒体力・運動能力、生

活・運動習慣等」において、都の平均を

超えたものがあった。 

投げる力は、球技種目において正しい投げ

方の解説、投擲の回数を増やすなどの継続

した指導を行う。 

柔軟性は、補助運動の中に基本的な柔軟運

動を取り入れ継続して指導する。 

持久力は、単元や季節によって、ランニン

グの周回を調整することで運動の機会を

増やす。 


