
（様式１）

成果となる目標 具体的な行動目標

（指標となる数値等） （成果目標達成のための具体的な手立て等） （今年度の成果と来年度に向けた課題等） 評価

国語

○「工夫をかいている文」「感想を書いている文」を見つける問題は9割以上の
正答率である。条件に合う情報を取り出す力は定着している。
◆記述問題の無回答率が2割以上あった。問題の意味が分からないだけでな
く、最終問題までたどりつかなかったという理由も考えられる。研究の柱として
「思考力・表現力」をつける授業づくりに取り組み、記述によって説明する力を
育む必要がある。
◆「ので、」が使われている一文を「～ました。そこで、～」と2文に分ける問題で
は正答率が3割以下だった。接続詞を使って因果関係をはっきりさせた文を書
けるように指導する必要がある。
◆複数の情報を関連づけて、自分の考えをまとめる力に課題がある。調べ学
習によって集めた情報を吟味して学びを深める学習活動を進める必要がある。

1.授業スタイルの確立
○「すずかけ学習スタイル」に沿って一人
学び→交流→ふり返りの学び方を共通理
解

・一人学びの仕方を学び、考えをもって交流す
る。児童自ら課題解決の見通しを持ち、一人学
び→交流→ふり返りの学習過程によって学び
を深める。
・グループ、ペア・全体交流をさらに活性化し、
学びを深める。

・研究の方向性、年間計画、授業作り、ノート指導などの確認（年度初めの研推
研修）
・めあてや学び方の明示及びめあてを意識したふり返り
・課題設定の工夫、効果的な言語活動の重視
・一人学びで自分の考えを持ったうえでの交流
・ペアトーク、グル－プト－ク、全体交流を組み合わせた学びの分かち合いの
重視
・思考力育成の手立てとして、授業の中に可視化・操作化・構造化を位置づけ
る。

算数
数学

○公式にあてはめて平均を求める問題の正答率は9割を超えた。基本問題は
定着していると考えられる。しかし、平均を工夫して求める問題では、正答率が
3割に下がる。「別の求め方を考える」「よりよい求め方を考える」という意欲を
育てたい。
◆グラフから資料の特徴を読み取る問題には課題が見られた。また、複数の
数量から必要な数量を選び出して立式する問題にも課題が見られた。
◆30％引きの図を選ぶ問題の正答率は9割を超えた。基本的な割合の考え方
は身についている。しかし、「20％増加」を「120％になるから１．２倍」と説明で
きる児童は4割にとどまっている。割合の増減についての考え方を確認する必
要がある。
◆問題に条件が増えることで最後まで粘り強く回答できずに無回答の児童が２
割以上いるという学力の二極化が見られる。（経年）○◆学期末のまとめテストにおいて、国語や算数の基礎学力がおおむね定着
していると判断できる児童は９割以上いる。
◆学力の二極化に対する手立てとして、個別指導に力を入れ、基礎基本の定
着を図るための補充等を行っているが、まだ指導の改善が必要である。

○児童が課題に対して自分の考えを持ち、話し合うことを大切にした授業づくり
を進めており、学習の流れを理解し、積極的に取り組む児童が増えている。話
し合い場面で発言したり、考えをノート、ポートフォリオ等にまとめたりする学び
方を学年に応じて学んできている。
◆わかりやすく話すことのできる児童は多いが、発表について苦手意識を持つ
児童もおり、発言する児童が固定化する傾向にある。
○学習の終末に学びのふり返りをする習慣によって、考えや感想を文章化する
力が定着している。

3.個別指導の充実
○朝学習・補充学習を充実と低学力児童
の個別指導
〇個に応じた支援

〇基礎的な内容について日常的な指導の
工夫
○単元ごとに復習方法の理解

・計算や漢字の小テストを個の課題に応じて取
り組み、計算力・漢字力を伸ばす。
・目標を持って個別学習に取り組み、反復練習
などで苦手を克服する。
・各教科学習で漢字計算などの基礎的な力を
使い、生かせるようにする。
・復習の仕方、復習ノートの作成を個別指導す
る。
・全ての教室でアプリを使った朝学習を実施す
る。

・朝学習のめあて設定。課題内容を繰り返し学習
→毎学期のまとめテストで評価→日々の授業に活用
・文章を書く時に漢字を使うよう継続指導
・学習相談日や「がんばりタイム」による個別指導
・個々の課題に応じたプリント学習の反復による漢字計算で9割以上の定着を
達成
・タブレットのアプリを活用し、個の課題に応じた計算や漢字学習を推進
（タブレットによる学習履歴の見取り方の研究・開発）
・九九など基本的な事項の生活化・反復・ゲーム化
・「８０文字でまとめる」など条件を指定
・辞書の使用の日常化による語彙力の育成
・復習項目（ポイントやキーワード）を使ったまとめ
・漢字学習で、文章で使えるように主語、述語、接続詞を意識させた短文作り

◆宿題以外の自主的な学習への取り組みがやや少ない。 ４　読書活動の推進
○学校司書・図書ボランティア
や図書委員会と連携した推薦図書紹介活
動の強化
○国語科、社会科などの教科学習や総合
的な学習などと連動した読書活動の推進

・図書室利用度を高め、本が好きな子
の育成を目指す。
・学校評価アンケート項目「家庭で読書してい
ない」の親子の意識格差の減少
・学校司書と連携し、各教科等で計画的に読
書活動を行い、各学年学期1回程度の年間実
績にする。

・探調ツールの統計機能を使用し、利用者数の記録を取る。
・学校司書を中心に読書通帳の活用、本選びや読書時間の取り方を助言する
とともに、図書ボランティアと連携した読み聞かせの機会活用、掲示物の工夫
による本紹介を行う。
・読書通帳の記録を読書の実績として保護者と共有していく。
・図書委員会（児童朝会ビブリオバトル風）本の紹介を行う。
・国語の読むこと領域との関連した単元については、全学年で取り組み、朝の
読書タイムの活用・指導とともに、家庭での読書を促す機会とする。
・各教科における第２図書室利用年間計画を作成する。

○「目と目を合わせたあいさつ」など、教師が意識して指導していることはでき
る児童も増えてきている。「そうじ、トイレのスリッパ整とん」等の基本的な生活
習慣において改善がみられる。
◆「廊下の正しい歩き方」「後片付け」「名札を付ける」については課題がある。
（経年）
○家庭での会話、学習、手伝い等は良好である。
◆家庭での読書においては、親を子の意識に大きな隔たりがある。家庭学習
においては1年生の定着の実感が7割となっており、他学年が9割に対してかな
り低い。家庭読書や自主的な学習について一層改善し、児童の主体的な学習
力を育てる必要がある。（経年）

６　学校園所の連携 ・コロナ禍の中でも、できる形を工夫しながら学
校園所連携に継続して取り組む。
・学校評価アンケート（職員）の「学校園所連
携」の項目で、9割以上の肯定評価をめざす。

・児童理解を図るため、ウッディ・カルチャータウン青少年連絡協議会を定期的
に開催
・年間を通じた継続的な学校園所交流の計画的な実施
・学校・園だよりの交流
・けやき台中学校生の「トライやる」、三田西陵高生徒の「こども未来類型小学
校実習」の継続

◆家庭では宿題をしているが、読書、自主学習を行う児童の割合が少ない。
（経年）
○地域の活動に積極的に参加している児童の割合が増えた。

○オ－プンスク－ルの参観、小中合同クリ－ン作戦、生徒指導連絡会、学校園
所連携会議などを行っている。教科学習の円滑な接続を目指している。
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学力向上に向けての重点的な目標

２～３月

管理職と研究推進委員・生徒指導担当を中心に学力向上委員会を設置し
て実施。

５　研究推進による主体的な学びづくり
○児童の思考力・表現力の見取りと共有

○学びのふり返りと課題の意識化

・年間計画の作成と一人一授業の公開により、
つけたい力をはっきりさせた授業づくりを図る。
そうすることで各教員の授業力向上を図る。
・事前・事後研修会を持ち、成果と課題を明確
にし、全職員でも共有することで授業力向上を
目指す。
・教職員間で交流した実践記録・授業まとめを
研究紀要にまとめ、活用する

・各チーム会の実践例を研究紀要にまとめ、教
職員間で共有数する。

・「課題設定のあり方、相互交流場面の工夫・充実」に視点をおいた指導案の
作成
・児童自らが見通しを持ち、課題をとらえ、深化・発展させ、成果をふり返る授業
づくり
・助言指導を入れた学年研修の充実
・実践記録を通して、お互いの実践の価値や課題を共有
※特にＩＣＴを活用して児童の思考力を育てたる実践事例を共有・活用
（実践記録交流会）

・「個に応じた支援」「環境・読書」「ノート、ポートフォリオ」に分かれた研究推進
チーム会の実施及び成果の共有

・「あいさつ、返事、整理・整頓」などの習慣づくりの啓発
・アンケート結果より、把握した成果と課題等を、学校だよりや学年通信等を通
して公表・共有

・コミュニティスクールの推進を図るために、年間を通して学校地域運営協議会
を計画的に開催
・地域コーディネーターと校内地域連携担当を中心に、学校支援ボランティアと
連携した授業の工夫
・学校支援ボランティア推進計画、年間予定表を参考にして派遣依頼書を作成
し、活動の実績記録を残す
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◆基礎基本の定着を図りつつ、児童の思考力・表現力をさらに伸ばす授業づく
りを工夫する。
◆「可視化・操作化・構造化」を手立てとして思考力を育成する単元づくり、学習
づくりを推進する。
◆「主体的、対話的で深い学び」を目指す授業のあり方について共通理解を進
める。
◆教科横断的な単元をつくり、学び方を学ばせ、自立した学習者を育てる授業
づくりをめざす。
◆「実践記録」「ノートの具体例」「実践の価値解説した理論編」を研究紀要にま
とめることで、実践をする上での大切なポイントを教職員間で共有する。

令和3月年度　学力向上指導改善プラン

全国学力・
学習状況
調査結果
の状況
（国語、算
数・数学に
関する質問
紙調査の結
果も含む）

学力に関する前年度の状況・経年の課題等

学
力
の
状
況

学校教育目標

推進主体

４月

三田市立すずかけ台小学校長　佐藤千江子　　　　　　　

年度末評価

夢に向かって共に歩む児童の育成

小・中における
教科連携等の
状況

授業等からうか
がえる状況（各
教科）

定期テスト、単
元テストなどに
よる状況（各教
科）

2.思考力・表現力の育成
○ノートまとめの基礎力育成
(すずかけ式)

〇考える力の育成

○伝える力の育成

○基本的な学び方の定着

・ワ－クシ－トやノ－トに自らの考えや友達の
考えなどを書き、身についたこと、できるように
なったことなど、学習の足あとを残す。
・図、表等を用いながら物事、数量の関係を捉
えたり表したりすることができる。
・めあてに対してふり返りを書き、身についたこ
とを意識できるようにする。
・適切な思考力を使って、課題を解決したり、
考えを深めたりすることができる。
・課題に沿って情報を取り出し、解釈すること
ができる。
・相手意識や目的意識を明確にして、発言の
仕方や音読表現を工夫することができる。
・学習課題に応じて、適切な学び方を選ぶこと
ができる。
・高学年は全員キーノートを使った発表を各学
期行う。

・段階に応じたノ－ト(すずかけ式ノート)の書き方の徹底指導(課題・式・図表・
理由、ポイントの記入)
・自らの考え、思考過程、解法の理由・根拠の記入を指導
・一人学び、図や表・ふり返りのかき方のモデル提示
・めあてに対する具体的なふり返り、友だちとの関わりや自分の学びの記入
（重点的にチェック）
・比較によって共通点や相違点を見つけ、意見や考えを作る指導
・分類することで集めた情報を整理する指導
・複数の情報を関連づけることで考えを深める指導
・段落相互の関係や文章構成、重要語句、登場人物の変化、情景の変化など
に注意して読むこと
・「学び方」の教室掲示と活用
・タブレット（キーノート）を使った発表

７　家庭や地域との連携　

学校評価などの
アンケート調査
による児童・生
徒の状況

全国学力・学習
状況調査の質
問紙の状況

・年２回、児童・保護者アンケートを実施し、そ
れぞれの結果を関連させ、成果と課題を家庭
と共有する。また、どの項目も「できている」が
80％以上になるよう取り組む。
・地域支援ボランティアとの連携を計画的に進
めていく。


