
（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

◆「漢字の基礎的な力をつける。」ことに関して
は、達成率が８割に満たない児童もみられ、全て
の児童に基礎的な学力を保障することについて
は課題とし、引き続き個別指導等にとり組んでい
かねばならない。
◇「数と計算」領域においておおむねできてい
る。「チャレンジタイム」で行う復習プリントや計算
練習等の取り組みが成果として表れている。引き
続き計算の練習を重ね定着を図っていく。
◆算数の「図形」の領域について課題がある。定
規やコンパス等の使い方の基本をしっかりとおさ
えておく必要がある。また、空間認知に弱く、少人
数での指導や具体物を使っての理解の定着を図
る必要がある。授業の改善や教材教具の工夫を

〇読書タイムを今年度も継続して行い、読解力の基礎を
養う。
〇漢字の基礎的な力をつける。
○チャレンジタイムにおいて、四則計算の基本的な力を
つける。

○全国学力・学習状況調査における国語の言
語事項に関する項目の平均正答率を８０％以
上を目標とする。
○算数アンケートで「算数の学習は分かりやす
い」と答える児童が８０％以上になるよう目指
す。
○四則計算をチャレンジタイムで取り組み、全
国平均＋３ポイント以上を目指す。

・漢字の小テストを単元ごとに実施し、 学習する毎に新出漢字を覚えきる。
・漢字の小テストで８割に満たない児童については、個別に復習・再テストをし、
単元ごとに８割以上の正答率を確保する。
・朝の読書タイムを引き続き毎日行い、読書好きの子どもを育てる中、読む力の
向上、語彙力の向上を図る。
・「学園読書の日」を設け、学校支援ボランティアによる読み聞かせを実施し、読
書に親しませる。
・漢字や言葉の定着が難しい児童については、給食の待ち時間や放課後等に
学力補充を行い定着を図る。

◇◆漢字の小テストで８割に満たない児童については、個別に復習・再テストをし、単元ごとに８
割以上の正答率を確保する。漢字の定着は進んできているが、宿題等、普段から家庭学習がな
かなか定着していない児童もおり、今後も家庭との連携を進めていく。個人の得意、不得意もある
ため、児童にあった支援の方法を今後も検討を続けていく。
◇朝の読書タイムを引き続き毎日行い、読書が好きな児童が確実に増えてきた。今後、語彙力の
向上につなげていきたい。
◇◆漢字や言葉の定着が難しい児童については、放課後等に　学力補充を行い定着を図ること
ができた。
　◆コロナウィルス感染拡大防止の観点から、がんばりタイムを十分開催することができなかった
ことが残念だった。

B

◇必要に応じて休み時間や放課後に学力補充を
したり、指導補助員や学習支援員が個別の学習
支援を行うことで基礎力が向上した。テストの正
答率8割程度は取れており、基礎的な学力を身に
付けられてきていることは成果といえる。
◆しかし単元によっては8割を超えることが難しい
ものもあった。
◇朝に落ち着いて読書をする習慣が身に付いて
きている。単元テストの漢字や語彙の問題も、ク
ラス平均は概ね8割を超えている。また、読書タイ
ムで読む本を、ある程度活字の読み物と限定し
たことも、集中して文字を読む力が身に付くのに
よかった。

○本校の研究教科である算数科を中心に、論理的な思
考力の育成を図る。

〇算数科の単元テストにおいて、正答率8割以
上を目指す。
〇国語科の漢字テストにおいて、正答率8割以
上を目指す。

・毎日５分間のチャレンジタイムを継続して行い、計算力の向上を目指す。
・言葉だけでなく図や表を使って考えを整理したり深めたりできるノート指導に取
り組む。
・授業の理解度が分かるような振り返りを書かせる。
・学期末には「まとめのテスト」を実施し、漢字を中心とした言語事項の定着を図
る。
・漢字のまとめテストにおいても８割に満たない児童については、個別に復習・再
テストをし、７割以上の正答率を確保する。

◇「数と計算」領域においておおむねできている。「チャレンジタイム」で行う、復習プリントやミライ
シードのドリルパークでの計算練習等の取り組みが成果として表れている。引き続き計算の練習
を重ね定着を図っていく。
◇めあてによる見通しや、めあてに沿った授業が各教室で行えている。ふりかえりにおいても自
分の考えを整理し書く習慣を継続していく。
◆◇放課後の時間を活用する「がんばりタイム」の有効性を検証し、今後に生かしていきたい。
◆算数の「図形」の領域について課題がある。定規やコンパス等の使い方の基本をしっかりとおさ
えておく必要がある。また、空間認知に弱く、少人数での指導や具体物を使っての理解の定着を
図る必要がある。授業の改善や教材教具の工夫を図る。
◆課題解決において「図をつかって」、自分の考えを整理することに努めてきた。しかし、その図
の説明を自分の言葉で伝えることができない児童が多い。また、問題をしっかりと読み、「順序だ
てて考える」力に課題がある。

B

◇めあてによる見通しや、めあてに沿った授業が
各教室で行えている。ふりかえりにおいても自分
の考えを整理しまとめて書く習慣を継続していく。
◆課題解決において「図をつかって」、自分の考
えを整理することに努めてきた。しかし、その図の
説明を自分の言葉で伝えることができない児童
が多い。また、問題をしっかりと読み、「順序だて
て考える」力に課題がある。

○互いに学びあう学習を進め、意見でつながることがで
きるようにする。
〇漢字と計算力を中心とした基礎基本の力の定着を図
る。

○学期末漢字のまとめのテストで全学年クラ
ス平均８０点以上を目指す。クラス平均に加
え、全児童７０点以上を目指す。
〇見通しをもって、自ら学習に取り組めるよう
にする。

・必要に応じて、休み時間や放課後に学力補充をする。
・授業の中で練習問題の時間を確保し、基礎的な学力の定着を図る。
・朝読書の時間を設定し、集中力や文字を読む力、語彙の獲得を図る。
・保護者と連携を取りながら、学力向上のために、家で読書の時間を設定してい
ただいたり、宿題を丁寧に見ていただいたりといった取り組みを継続して行う。
・算数言葉やつながり言葉の学習を行い、分かりやすく伝えようとすることや共に
学び合おうとする態度を育てる。

◇各担任は、隙間時間や放課後など時間を見つけ、学力補充の機会をとった。
◇練習問題の時間を確保し、基礎学力の定着の時間をとった。
◇朝読書の時間は定着してきた。◆ただし朝読書の事前用意しておらず、その時間になって探し
始め、見つめたころには終わってしまう児童も何人かいた。
◇多くの保護者に見ていただくことができているが、◆状況によっては見てもらえていない児童も
いるため、今後も連携をはかっていく。
◇◆使用してわかりやすく伝えようとしている児童もいるが、その動きは全員には広がっていない
ため、今後も継続して取り組んでいく。
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◆あいさつに関しては、毎年課題になっている項
目である。委員会のあいさつ運動や学級指導な
ど取り組みをすすめているが定着しない実態が
ある。
◆コロナ禍における休校期間の影響もあり、ゲー
ムや動画の視聴時間の超過などにより就寝時刻
や食事など生活習慣に影響が出ている児童がや
や増加傾向にある。そのことが家庭学習の定着
にも影響している。

〇早寝早起き朝食など基本的生活習慣の定着をはかる。〇全児童が朝食を摂って登校する。
〇学年に応じた就寝時刻をほぼ守れる。

・家庭科、学級指導などで食育の学習を行い、望ましい食習慣を身につけさせ
る。
・栄養教諭の食指導等を通して食に関する興味関心を持たせる。

◆引き続き挨拶はコミュニケーションの基本であり、お互いが気持ちよく学校生活するために大切なこと、人と人の
関わりを深めるためにも必要であることを日々の生活で根気強く伝えていく。
2年に渡るマスク生活で、口元が見えず話しづらいことが、挨拶にも影響を及ぼしている。相手の表情も読み取りづ
らいので、挨拶をする時は、相手の前に立ち、目を見て挨拶する等の工夫が必要である。
◇今年度、コロナ禍の合間を縫って6年生が挨拶運動を行うことができた。高学年が校門で挨拶をすることで、全
校生の挨拶への意識を高めることができた。来年度も委員会や学年、学級で挨拶が定着するためのアイデアを話
し合い、校内で取り組みを広げていく。
◆学校評価のアンケートより、子どもたちのゲームや動画の視聴時間が思いのほか長時間であること、家庭での
約束が守られていないこと等がわかった。このような実態が、児童の生活習慣や家庭学習に影響している。保護
者と連携しながら、より良い生活・学習習慣の確立を図っていく。

B

◇学団研究をしっかりともつことができた。学団で
出た課題を研究推進委員会でさらに考えることが
できた。
◇◆研究会において討議の柱を共有することを
しっかりと行えるよう、さらにテーマを具体的に理
解する必要がある。また図をかいて課題解決す
るとき「つまずき」はどこにあるのか、答えを出す
ための「見通し」をどのようにもたせるのかをさら
に研究を深める必要がある。

〇算数科を中心に「主体的に学ぼうとする子どもの育成
～
「わかった」「できた」と実感できる授業づくり」をテーマに
研究に取り組む。

〇算数科の年間カリキュラム表を基に、単元
毎に系統立てた指導を行うことを目指す。
〇見通しをもって自ら考えることができるように
手立てを考える。

・表現活動の充実を図る。
・ICT機器を利用する等した、児童の興味関心を引く授業を目指す。
・講師を招聘した職員研修を行う。
・教師の指導力を伸ばすような研修を行う。
・事前の教材研究で、児童のつまずきポイントとそれに対する手立てを考える。

◇チャレンジタイムでは、4・5・6年はミライシードを試験的に使用し、ＩＣＴの活用を積極的に行った。それにより、
個々の学習のスピードに合わせて問題を解くことができたため、個人の計算力の向上を図ることができた。
◆タブレットを使用する際に、準備に時間がかかる児童が多く、学習時間が削られてしまうことが多いため、全児
童がＩＣＴを日常的に使うにはまだ現実的ではなかった。

B

◇◆講師を招いた研修を行い、実践の様子から
学び方の多様性を学ぶことができた。本校児童
の課題から「学びかた」を共有できるようにした
い。
◆ＩＣＴの活用に関して「いつでも　どこでも　だれ
でも」を目指して研修を続ける計画を立てていく。

◇講師を招いた研修を行い、研究課題について話し合うだけでなく、「子どもが納得する授業づくり」という学びを
深めるための基礎的な指導の仕方についても全体で、共有することができた。
◆各学年の児童の「つまずき」は、単元ごとに表にまとめることで、つまずきに気付くことができたが、コロナ禍でそ
れを話し合って学団ごとに研究を深めることができなかった。
◇◆ペアトークや、グループでの意見交流を行うことができなかったため、深い学びや論理的な思考の説明が不
十分であったが、その分ノートづくりを丁寧に行うことができた。

◇感染症の予防についての保健教育を行い、望
ましい生活習慣の大切さ、毎日の健康確認、手
洗いの実践を取り組んだ。健康に関心が高い児
童も増加した。
◆ゲームや動画の視聴などにより就寝時刻が遅
くなる児童もおり、児童の心身の健康への配慮を
継続して家庭と連携していく。

〇家庭への啓発及び連携をさらに深める。、 ○家庭と連携し、より多くの子どもが早寝早起
きをし朝ごはんを食べるなど望ましい生活習慣
を身につけることを目指す。

・生活習慣が夜型になるなど家庭で気になることがある場合などには、保護者が
相談しやすい環境をつくる。
・子どもがすすんで学習することができているか、心身の健康状態は良好かなど
をきめ細やかに把握する。　基本的な生活習慣の重要性を伝える。
・学校教育の内容などを家庭に知らせて、家庭と連携する。

◆今年度はコロナウィルス蔓延防止のため、予定していた学級集会やPTA総会等を開催できなかった。家庭学習
や学校の様子を伝えることについても、通信等でおこなう形となり、保護者に直接伝えることができなかった。
◇学校だよりを始め、保健だより、学年通信などを利用し、望ましい生活習慣を身につけることの大切さを発信して
きた。
◇後期学校評価アンケートに、ゲームや動画の視聴に関する質問項目を設け、実態把握に努めた
◆ゲーム動画の視聴時間が比較的長時間になっていることを受け、講演会や学級指導などで保護者にも協力を
求める必要を感じる。

B

○小中が連携できる機会を増やすことができた。
今後も継続し小学校から中学校への移行をより
スムーズにできるようにする。

○小中の連携をより深める。 ○毎学期、中学校区内の4校で児童生徒の様
子の交流、授業参観などを行い、連携を深め
る。

・新中学1年生の様子を交流することで、小学校から中学校への、よりスムーズ
な移行の在り方を検討する。

◇中学校区の小学校と中学校で連携の機会を持ち、課題を共有することができた。今後も継続し小学校から中学校への移
行をスムーズにしていく。
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三田市立学園小学校長　山本　司　　　　　　　
令和３年度　学力向上指導改善プラン

学力に関する前年度の状況・経年の課題等

学校教育目標

推進主体

４月

学力向上に向けての重点的な目標

２～３月

年度末評価

「仲良く、元気に、がんばる子」
～自らをみがき、未来をひらく、こころ豊かな児童の育成～

管理職と研究推進担当・学校教育改革推進委員を中心に学力向上委
員会を設置

授業等からうか
がえる状況（各
教科）

これまでの全国
学力・学習状況
調査結果の状
況（教科に関す
る質問紙調査の
結果も含む）

定期テスト、単
元テストなどに
よる状況（各教
科）

学校評価などの
アンケート調査
やこれまでの全
国学力・学習状
況調査の質問
紙の経年変化
による児童・生
徒の状況
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家庭・地域等の
状況

校内研究の状況

校内研修の状況

校
内
研
究
・
研
修
の
状
況

小・中における
教科連携等の
状況


