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平成２８年度 学力向上指導改善プラン
三輪小学校長 植野
学校教育目標

人も自分も・学校もふるさとも大切にできる子の育成

推進主体

管理職と学校教育改革推進委員会、研究推進委員会を基に学力向上
委員会を組織
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中間評価

年度末評価

学力向上に向けての重点的な目標 （指標となる数値等） （成果目標達成のための具体的な手 （今年度の全国学力・学習状況調査、研究の
○読書タイムの実施
○聞き手を意識した話し方
の習得
○学習課題にせまる一人
学習の充実

立て等）

成果などを踏まえての設定目標等の見直し） （今年度の成果と来年度に向けた課題等）

・朝学習として「読書タイム」を行い、読書に親し
み、日常的に読書活動ができる体制を整える。
・朝の会や終わりの会などでスピーチを計画的
に行い、学年による系統立てた指導を行う。
・単元ごとの「つけたい力」を明確にし、学習課題
を解決するための一人学習を行い自分の考えを
持たせる。

♢「読書タイム」の取り組みを引き続き継続する中で、読書
習慣を身につけさせる。
♢年間を通して季節をテーマにした俳句づくりに取組み、
詩や俳句に触れる機会を多く持たせる。
♦教科横断的に資料を読み解く機会を多く持つ。資料を
基に比較したり、自分の考えを構築したりする体験を多く
させる。
♦３年生でのローマ字学習以降も、英語の授業等で、ロー
マ字を書く機会を多く持つ必要がある。
♢単元ごとの「つけたい力」を明確にし、一人学習の充実
を図りながら自分の考えを持たせる。

♢学校司書教諭との連携により、図書館の授業や授業で使う本の準備
等学校図書館の活用が広がった。
♢「読書タイム」や「読書ビンゴ」、「ビブリオバトル」や読書ボランティアに
よる読み聞かせ等の取り組みを行ったことで、読書が好きな児童が育っ
ている。
♢国語科を中心に、発表の技やつけたい言葉の力、聞き方を教室掲示す
ることで、「つけたい力」がより明確になり、児童の意識を高めることがで
きた。
♢学年に応じた一人学習を行い、児童は自分の考えを持って授業に臨む
ことができた。さらに、児童に働きかけ一人学習の内容をより高めていき
たい。
♦資料を読み解く機会を多く持ち、資料を比較、自分の考えを構築する体
験を授業の中で培いたい。
♦ローマ字を書く機会を多く持たせていく。

・話すこと、聞くこと、書くことに関しておおむね満足できる状態
ではあるが、取材した内容を整理しながら記事を書くこと、文章
と図を関係づけて自分の考えを記述することには課題がある。
・出題された漢字の読み書きや、目的に応じ中心となる語や文
をとらえることについては満足できる状態にある。今後さらに語
彙指導に重点を置く必要がある。

○学習意欲を高め、基礎基本の定着を図る。個
に応じた学習支援の充実を図る。
○国語科において一人学習を充実させ、多様な
意見が交流できる授業改善を図る。

・小数や整数の四則計算や、分数の計算技能についてはおお
むね身についているが、概数を用いて見積もりを行い、その根
拠を明確にすること課題がある。
・基本的な平面図形の性質をおおむね理解しているが、分割さ
れた２つの図形の面積が等しくなる訳を記述することに課題が
ある。
・単位量あたりの大きさを用いて代金を求める技能についてお
おむね身につけているが、基準量、比較量、割合の関係をとら
え、基準量を求めることに課題がある。

○新学習システム教員、学力向上支援教員と担 ○計算博士の実施
任が連携しながら、基礎基本の定着ときめ細か ○問題解決の道筋や根拠
な指導の充実を図る。
が明確なノート作りの充実
○算数科において課題解決の達成感が感じられ
るような授業改善を図る。
○根拠をもとに考えたり、発表したりして自分の
考えを説明することができるようにする。
○兵庫がんばりタイムを設定し、基礎基本の一層
の定着を図れるように支援を行う。

・朝学習として「計算博士」を行い、一人一人の
めあてを明確にし、スモールステップで評価する
ことで、達成感を持たせる。
・基本的なノート作りの見本を提示する。
・振り返りをし、授業の学びを確認することを重視
する。
・教材研究の時間を確保し、単元計画を作成す
る。

♢朝学習として「計算博士」の取り組みを継続する中で、基礎基本の力を定着さ
せる。
♢ノートコンテストの実施により、基本的なノート作りができるようになってきた。
引き続き、問題文から、分かったことを整理し、筋道を立てて考え、答えを導き
出す思考の流れのわかるノート作りをする。
♦今後も課題解決への見通しを自分の言葉にしていく力を育てる必要がある。
図形の性質などでは、既習事項を正しく使い、ペアトークや全体交流の中で、
解決に向けての自分の考えを根拠を持って書いたり発表したりしていく活動を
仕組む必要がある。
♢♦授業のめあてを明確に示し、めあてに沿ったふり返りの場を設定する。
♢兵庫がんばりタイムを効果的に活用し、担任や外部ボランティアと連携して基
礎基本の定着を図っている。
♢校内でも週１回３年生から５年生まで学力向上支援教員、新学習システム教
員と担任が連携しながら重点指導をする。

♢「計算博士」の取り組みにより、基礎基本の力をつけることがで
きた。
♢学習のめあてと振り返りを書くことで、１時間の授業の学びを児
童に意識させることができた。振り返りの観点を示しながら１時間
の学びを児童自身により意識させていきたい。
♢♦授業の中で、課題解決への見通しを説明したり、間違いを説
明したりする学習に取り組んでいるが、これからも思考力や表現
力を高める継続した取り組みが必要である。
♢学力向上支援教員との連携により、３，４年生では、基礎学力
が身につき、大きなつまづきの見られる児童が減ってきている。
♢学習相談やがんばりタイムの活用が、児童の苦手意識の克服
につながっている。

・数字や記号、言葉で答えるような基本的な問いには答えること
ができるが、記述式の解答が苦手だと感じている児童がいる。

○校内研究において「ともに学び合い高め合う子 ○粘り強く頑張りぬく子の
に～伝え合う場の設定～」というテーマに沿って、 育成
「教材解釈の充実～子どもの読みを生かしながら
～」「言語活動の充実～一人学習を生かしながら
～」「言語活動の充実～掲示・板書・ノート～」を
研究の柱として、子どもたちの「学び合い」を高め
る授業研究を進めていく。

・全教員が年１回の研究授業を実施する。
・教材研究の時間を確保する。
・県や市が主催する講座などへ積極的に参加す
る。
・校内研修会、ミニ講座などを実施し授業向上に
努める。

♢２月の研究発表会の前に、各学期に１回講師を招聘した研
究授業を実施する。
♢研究授業での成果や課題、学びを、日々の授業に生かして
いく。
♢♦低・中・高学年が研究母体となり、児童に「言葉の力」をつ
けていくとともに、「伝え合い」の場を設定し、「聞き合い」の視
える化を図っていく。
♢児童一人一人が分かる楽しさを味わえるように絶えず日々
の授業を工夫し、個別指導を行う。
♦学びが連続していくように学習のスタンダードを作っていく。

♢授業研や実践記録執筆を通して、つけたい「言葉の力」を
明確にし、それを身につけさせるために言語活動の充実を
図ることができた。
♢♦児童に「言葉の力」をつけていくとともに、「伝え合い」の
場を設定することで、意図的に「聞き合い」の視える化を
図っている。
♢児童が分かる楽しさを味わえるように教材研究を行い、
日々の授業を工夫し、個別指導を行っている。
♦学習のスタンダードを作り、児童の学びが途切れることな
く連続していくようにする。

・キャリア教育の年間指導計画を作成する。
・６年生を中心に「ふるさと三輪」の学習を充実す
る。
・６年生を中心に国語科や総合学習、道徳にお
いてプロフェッショナルたちの生き方にふれる。

♢♦キャリア教育の年間指導計画を年度内に作成する。
♢６年生の「ふるさと三輪」の学習を始めとして、各学年で地域に学ぶ学習を行っていく。
♢６年生を中心に国語科や総合学習、道徳においてプロフェッショナルたちの生き方にふれる学習を
充実させる。
♢「意見を発表することが得意」「友だちの話や意見を最後まで聞く」について肯定的な回答をした児
童の比率が高い。国語の研究の成果が表れてきている。
♦児童の意欲をさらに高めるため、教材提示の工夫や活動的な学びの導入など、さらに積極的に進
めていく。
♦「分からない」と、自分から言い出せない児童がいることが予想される。きめ細かい評価を行い、児
童に自信をつけさせていくようにする。
♢家庭学習の習慣が身につきつつある。
♢基本的な生活習慣についてはおおむね良好と判断できる。
♢自尊感情についてはおおむね満足できる状況にある。

♢♦キャリア教育の年間指導計画をもとに児童が自分らしい生き方を実
現する力を育んでいく。
♢６年生の「ふるさと三輪」の学習を始めとして、各学年で地域に学ぶ学
習を行っている。
♢６年生を中心に国語科や総合学習、道徳においてプロフェッショナルた
ちの生き方にふれる学習を充実していく。
♢「意見を発表することが得意」「友だちの話や意見を最後まで聞く」につ
いて肯定的な回答をした児童の比率が高い。国語の研究の成果が表れ
てきている。

・読書カードを活用し個人・学級の読書履歴を残していく。
・学年・学級文庫に加え学習に応じた調べ学習コーナーを設ける。
・毎月２３日の家族読書の日には、子どもや家庭に読書を呼びかけ
る。
・学校司書や学校ボランティアによる読書活動の取り組みを推進し
ていく。
・「家庭学習の手引き」をもとに、低学年から家庭学習の時間目標
を示し、習慣づけを行う。
・水曜日６校時に年間１３回学習相談日を設け、基礎学力の定着を
図る。

♢読書通帳を活用することにより、読書習慣の確立を図る。
♢低学年のうちに家庭学習の時間目標を示し、習慣化を図っていく。
♢♦「家庭学習の手引き」を活用してもらえるよう、保護者に呼びかける。
♢♦音読や計算、漢字の書き取りなどを中心に、家庭との連携を図りながら、学習習
慣の定着を引き続き図っていく。
♢八景中校区連携の取り組みの１つとして、読書５０冊、おすすめ本１０冊達成と、な
わとびの技の上達をあげており、全学年で取り組んでいる。
♢図書ボランティアによる読み聞かせ、読書ビンゴなどの取り組みを継続していく。
♢８８．７％が「読書が好き」と答え、９３．０％が「国語の勉強は大切だ」と捉えてお
り、引き続き、読書活動を推進していく。

♦「家庭学習の手引き」を教室にも大きく掲示するなどもっと
活用し、保護者の協力を得ながら児童が自ら宿題や読書を
毎日一定時間取り組めるようにしていく。
♢学校では、学年に応じて学びの姿勢が定着してきており、
基礎基本が身についてきている。
♢図書ボランティアによる読み聞かせ、読書ビンゴなどの取
り組みを推進していく。

♢全教員が国語科及び専科教科の年間計画を作成し、授
業研究を通して児童に「言葉の力」をつけていく。
♢♦授業と日常の学習をつなぎ、多面的な視点にたって、
「言葉の力」の育成に取り組むとともに、「伝え合い」の場
を設定し、「聞き合い」の視える化を図っていく。
♢学年、学団による事前研究・事後研究の充実を図る。

♢♦全職員が児童の実態から「ついた力」と「これからつけた
い力」を明らかにしていった。そして、評価の観点を明らか
にし、「めあてとふりかえりのある授業」「ノートのとり方」等
学習スタイルを共有していく。

評価
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授業等からうか
がえる状況（各
教科）

・下学年では落ち着いて話を聞く姿勢に課題のある児童もいる。
・意欲的に取り組み、友だちや先生の話をよく聞くことができるが、自分の考
えを伝えることが苦手な児童がいる。
・ペアトークやグループトークでは発表できるが、全体の場では発表が苦手だ
と感じている児童がいる。

○将来の夢や目標を持つことができるように、
キャリア教育の充実を図る。

全国学力・学習
状況調査の質問
紙の状況

・学習意欲・生活習慣については、おおむね良好である。
・「友達同士で話し合って学級のきまりを決める」、「協力して何
かをやり遂げ、うれしかったことがある」の質問に対して肯定的
な回答比率が高い。
・将来の夢や目標を持つこと、家で学校の授業の予習や復習を
することに課題がある。

・「家庭での読書」が十分定着していない。
・本読み、漢字、計算など基礎的な学習の定着にやや課題が見
られる。
・「決めたことを最後までやり遂げる」の項目で、児童と保護者
の意識に差が見られる。

○読書活動を充実させ読むことへの関心を高め
る。
○保護者の協力を得ながら、家庭における児童
の学習習慣の確立を進める。

・「伝え合い」「聞き合い」の視える化を充実することで、学び合
いを確かなものにする（視える化の充実）

○学級を開き、児童観察のポイントや授業技術を ○一人一授業を公開
学び合う。
○研究発表会の開催
○情報収集、的確な課題分析を行い、目の前の
子どもに寄り添った指導ができるよう指導力の向
上を図る。

・授業づくりの観点を整理し、外部講師を招聘し
て、研究成果を明らかにする。
・学校組織としての取り組みを自覚し、全教職員
一丸となって指導に当たる態勢を作る。

・計画的に家庭学習を進めることについて家庭の協力を得るこ
とが難しい児童がいる。

○どのクラスでも、宿題内容の簡素化を図り、漢字や計算
練習、音読など決められたことを必ずできるようにする。
○家庭学習の充実を目指し、「家庭学習の手引き」の更なる
活用を目指す。

○宿題忘れ減少

・児童の学習実態に応じて担任による放課後指 ♢児童の学習実態に応じて放課後指導をしたり、宿題を出したりする ♢がんばりタイムの取り組み等きめ細かな個別指導により、
導や外部学習支援ボランティアの活用を継続し ことで、家庭学習の定着を図っていく。
児童一人一人に自信をつけさせることができた。
♢外部学習支援ボランティアを活用しながら基礎基本の定着を図る。
ていく。

Ａ

・八景中校区（幼・小・中）で目指す子ども像を定め、共通した目
標を設定し、指導の充実を図っていく。また、保護者の協力のも
とで「家庭学習の手引き」を活用していく。

○中学校卒業時の目指す子ども像を明らかに
し、八景中校区で学習や学校生活におけるきまり
や規則、努力目標を統一し、指導の一貫性を図
る。

○学校生活における基本的なルール
の作成と共通化（生徒指導部）
○「家庭学習の手引き」の活用
○目標に向かってチャレンジする意欲
の育成（縄跳びと読書）
○ふるさと三輪を愛する学習

♢八景中校区間で定期的な交流を図り、生活指導や出前授業 ♢八景中校区で目指す子ども像を定め、共通目標を設定し、指導
（理科・英語）、社会体育での交流を通して、課題を共有した
を行っている。小中の接続がスムーズになり、児童の自信と安心
り、学習に対する児童の興味関心を高めたりしていく。
につながっている。
♢♦より確かな連携に向けて、連絡会、交流事業計画等、計画的
♢互いの授業参観の機会を設定し、教師間の交流を図る。
に実施していく。

Ａ

学校評価などの
アンケート調査
による児童・生
徒の状況

研校
修 内 校内研究の状況
の研
状究
況 ・ 校内研修の状況
家
庭
連・
携校
種
間

４月

豊

家庭・地域等の
状況
小・中における
教科連携等の状
況

・夏季休業中を活用し、講師を招聘するなどして、毎年必要な研
修を計画的に行っている。

○質問紙
調査結果の向上

○貸出冊数の増加
○学校評価アンケートの肯
定評価増加
○学習相談日の活用

・幼小中教員の定期的な交流を行い、共通理解のもと学習
指導や生活指導に取り組む。
・出前授業（理科・英語）や社会体育での交流を通して、学
習に対する児童の興味関心を高める。
・家庭学習の手引きについて保護者にも説明し、協力を求
めながら活用を図る。

Ｂ

Ｂ

Ｂ

