
（様式１）

成果となる目標 具体的な行動目標 中間評価

（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）

（今年度の全国学力・学習状況調査、研究
の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） 評価

国語

◆全国学力・学習状況調査の結果、A・B問題ともに大きな課題
があった。文章で答える設問で、誤答、無回答率が共に高い状
況であった。100文字作文など、条件がある「書くこと」に取り組
ませる。
○学校司書と連携した、図書室での調べる学習、本を読む時間
が充実できた。今後、図書室へのタブレットパソコンの常設な
ど、調べる学習の更なる充実を図る。
○「がんばりタイム」との連携で、音読が読解力の向上に大きな
効果があることを再確認した。家庭学習も含めて、音読の機会
を増やす。
◆家庭学習の見直しが必要である。こなすだけの宿題にならな
いように、日々の授業につながる家庭学習の工夫改善が急務
である。

○基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させる。
○国語科を中心に書く活動を取り入れた学習指導の工
夫改善を図る。
○読書活動の量・質的向上を図り、すべての学びの基
礎となる読解力を育てる。

○学力学習状況調査の
「知識」に関する問題（従来
の区分）において平均正答
率の向上を目指す。

○年間50冊以上の読書を
する。

○国語を中心に、週1回以上の書く
ことを中心とした学習活動に取り組
む。
○スキルアップタイムや個別指導の
充実に取り組む。
○全校一斉読書タイムを実施する。
○5，6年生で月1回以上の図書室で
の調べ学習の実施。

◆基礎基本の学力の定着を目標として、組織的な研究
に取り組んできたが、学力学習状況調査の「知識」に関
する問題に大きな課題がある。
◆同音異義語の漢字に大きな課題がある。
○書くことの正答率が高い傾向がある。
＜設定目標の見直し＞
・依然として無回答率が高い。文章を読み切る力をつけ
るために、読書習慣を定着させる。
・週1回以上の80文字作文に取り組むことで、文章による
表現力を向上させる。
○読書タイム、スキルアップタイムを継続する。

○文字を丁寧に書くこと、習った漢字を使って分を書くこと
など徹底し、書くことへの苦手意識を減らすことができた。
単元末テスでも無回答を減らし、単語ではなく文章で回答
することを心がけた。
○読書タイム、スキルアップタイムを確実に行えた。ビブリ
オバトル、読書ビンゴなど、学年を越えた取り組みが定着し
た。
◆全国学力学習状況調査の「知識」に関する問題に大きな
課題があった。国語の授業を中心に、語彙を増やすための
学習を計画的に行う必要がある。算数科のシンプルな授業
づくりを国語でも行い、学校全体で授業改善に取り組む必
要がある。

B

算数
数学

◆全国学力学習状況調査の結果、A・B問題ともに大きな課題
がみられた。A・B問題ともに無回答が多く、題意を読み取ろうと
する力に課題がある。問題を解く必然性を持たせる授業改善が
必要である。
○研究を通して、教科・領域の特性を理解して、シンプルな授
業づくりを進めることができた。算数的活動を通してどのような
力をつけるかを意識して授業改善を進める。
◆主体的な学びが不十分である。解答後、教師の答え合わせ
を待つのではなく、単位の確認や小数点の確認など、自分の力
でチェックする力を意欲を育てる必要がある。

○基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させる。
○算数科での自立解決の学習活動の充実を図り、個の
力を伸ばす授業の工夫改善を行う。
○誤答分析や個人カルテを活用し、個人の学力に応じ
たフォロー体制を作る。また、家庭と連携し、家庭学習の
充実を図る。

○学力学習状況調査の
「知識」に関する問題（従来
の区分）において平均正答
率の向上を目指す。

○前年度学年までの計算
を100％習得させる。

○スキルアップタイムの充実を図
る。
○算数科の研究を推進し、授業の
工夫改善を図る。
○オルゴールタイムでのひとり学び
を定着させる。
○あいっこ算数チャレンジを通して、
算数への関心意欲を高める。
○休み時間、給食待ち時間を活用
した学習タイムを実施する。

◆基礎基本の学力の定着を目標として、組織的な研究
に取り組んできたが、学力学習状況調査の「知識」に関
する問題に大きな課題がある。
・式の意味を問う問題に大きな課題がある。
・量と測定の正答率が低い傾向にある。
＜設定目標の見直し＞
・実体験を授業に多く取り入れ、必然性を感じられる課題
解決型の授業を行う。
・つまずきポイントに注目し、学習タイムに活用する。
○あいっこ算数チャレンジ、スキルアップタイムを継続す
る。

○つまづきポイント事例集を活用しながら、児童のつまづき
ポイントを予想し、どのような学びをさせるかを想定して授
業に取り組んだ。課題に取り組む必然性を意識させること
で、学習意欲が向上した。
○スキルアップタイムが定着した。見直しの時間も含めて、
ひとり学びの習慣づけが行えた。
◆全国学力学習状況調査の「知識」に関する問題に大きな
課題があった。基礎基本の定着を図るために、めあてと振
り返りを軸にしたシンプルな授業づくりを行う必要がある。
◆算数科における基礎基本とは何かを共通理解し、どのよ
うな力をつけるのかを明確にした授業づくりを行う。

B

○無回答率を下げるとともに、名前を丁寧に書く、見直しをすることを
徹底した。
◆三田市計算検定を活用した定着度確認から、個々のつまずきポイ
ントを個人カルテとして蓄積し改善に活用する。

○正しい記名が定着した。無回答が減少している。
◆見直しの習慣づけが不十分。題意の読み取りに課題
がある。
・個に応じた課題を作成する。
・間違いを次に生かす習慣づけを行う。

○つまづきポイント実践事例集を活用し、子どものつまづき
ポイントを予測し、学習計画を立てる。単元末テストの事前
事後にプレテスト、小テストを実施し、基礎基本の定着を
図った。
◆「問題用紙と回答用紙を分ける」「絵やグラフを見て文章
で答える」など、テストへの工夫が必要である。

B

○めあてと振り返りを軸にしたシンプルな授業の仕組み方について教
員の共通理解が進んだ。児童の学習活動に焦点を当て、つけたい力
をはっきりとさせた授業ができている。
◆学ぶ集団としての高まりは見られたが、個の力に課題がある。一人
一人がやりきる授業の仕組みが必要である。

○ノート指導が定着した。書くことへの抵抗が少なくなっ
ている。
◆めあてに沿って、45分間学び続ける力が弱い。
・教材との出あわせ方を工夫するために、月1回以上の
合同教材研究を行う。

○国語や算数科で身に付けた知識を活かす学習活動を設
定した。書く活動を中心に、個人の学びの時間を増やした。
◆学習規律の定着に課題がある。学習のルールブックを作
成し、視覚支援を行いながら、学習規律の定着を図る。

B

◆自尊感情に関する質問で、低い傾向が見られた。学習の中
で、一人一人が輝ける場の設定を工夫していく。
○教科の特性はあるが、自分の考えを文章で書くことについて
高い意識を持っていることが分かった。継続して、自分の考え
を書く活動を多く取り入れていく。
◆家庭学習の充実を図り、主体的に学ぶ意欲と学習習慣作り
に取り組む。

○地域とのつながりを意識した教育活動を行い、地域に
学ぶ教育を実現する。
○特別活動の充実を図り、自分を大切にし、人を大切に
する体験を通し、自尊感情を高める。
○学びの振り返りを大切にし、自分の成長を自覚するこ
とで、学ぶ意欲を高める。

○地域での活動に関連し
た質問で、よい回答を10％
向上させる。
○書くことについて、よい回
答を10％向上させる。

○集団に貢献する意識を高める授
業づくりに取り組む。
○学校司書を中心に図書室利用の
ガイダンスを行い、調べ学習におけ
る図書室の活用を図る。

○地域での活動に関連した質問で、よい回答が、25%向
上した。
○算数の書くことについての質問に、よい回答が30％向
上した。
○先生が自分を認めてくれる質問に、よい回答が32％向
上した。
・学期に1回以上、地域と連携した学習に取り組む。
・ペアトークを多く取り入れ、相手を意識した対話ができ
る力をつける。

○地域行事への参加に、良い回答が大幅に増えた。地域と
の連携協働をさらに深め、コミュニティスクールの取り組み
を進めていく。地域を学習の場として、地域と子どもにつけ
たい力を共有し取り組んでいく。
◆授業以外の学習時間が、全国平均を大きく下回ってい
る。宿題の在り方を、再度検討し、家庭学習の充実と、家庭
教育支援を行っていく必要がある。

A

○保護者・児童ともに「自分から進んで学習している」と回答す
る割合が増加している。あるべき学び方を保護者と共有してい
く。
◆児童の「宿題は毎日やっている」という回答が大幅に上昇し
たが、保護者の回答で「宿題をしていない」という回答があるの
が大きな課題である。

○「家庭学習の手引き」を活用し、家庭との連携を深め、
家庭学習の充実を図る。
○算数に関する個人カルテを共有し、学びの環境づくり
及びシステムづくりを進める。

○算数アンケートで、「算数
が好き」という回答を10％
向上させる。
○児童・保護者ともに「宿
題をやっていない」回答を
0％にする。

○家庭訪問や個人懇談等で家庭へ
の啓発を図る。
○「家庭学習の手引き」を用いて学
級指導を行う。
○学校評価結果の広報を積極的に
行う。

・「家庭教育の手引き」を継続して行う。
・がんばりタイムやあいっ子教室で、鉛筆の持ち方や座り
方等、基本的な習慣作りを家庭教育支援の視点で行い、
成果を家庭や学級に広げる。

○児童アンケートの「相手の気持ちを考えて、協力したり助
け合ったりしてる。」は12％増加、「授業は楽しい。」につい
て19％の増加を示した。学校生活のベースとなる、人権意
識と授業に対する前向きな意識が育ってきている。
○自尊感情についての良い回答が20％増加している。心を
育てる教育を継続して行う。

A

○一人一授業に継続して取り組む。授業研究を通して、授業スタイルの共有と
子どもを見取る力の向上を目指す。
◆研究を推進する中で、基礎基本の学力の充実を目指すための具体的な方
策を見出す。

○講師を招聘し、継続して指導助言を受けることで、理論的
な研究活動を行った。
◆基礎基本の定着に向けて、仮説を立て取り組んでいる
が、成果が出るに至っていない。今後も検証していく。

A

○若手教員の授業力向上に向けてミニ研修を企画し、実行した。時間
短縮の為、実際の授業準備を研修としていく工夫を行う。

○授業研究とあわせて、児童理解研修を持ち、授業のユニ
バーサルデザイン化を行った。
○プログラミング教育研修会を定期的に行う。

B

○あいっこ教室での宿題タイム、がんばりタイムの実施で、家
庭学習の大切さを再確認、共有ができた。多くの人の見守りの
中、安心して学べる環境を作ることで、学ぶことを大切にする地
域を目指す。

○体験活動の内容や成果について学校HPなどで、積極
的に情報発信を行い、家庭・地域との連携を進める。
○ひょうごがんばりタイムで、個人カルテを活用し、つま
ずきポイントを家庭学習の充実に活かす。

○がんばりタイムの参加
者・回数を10％増加する。

○地域や関係機関と連携を図り、自
然体験活動を実施する。
○ひょうごがんばりタイムの実施

○あいっ子教室、がんばりタイムを予定通り行っている。
・宿題を確実にやりきることを目指し、学級担任と指導員
でつまづきポイントについて共通理解する。

○あいっ子教室、がんばりタイムの放課後学習が定着し、
児童が自主的に学ぶ姿が見られるようになった。
○宿題を再検討し、授業につながる家庭学習ができるよう
に、家庭・地域との連携をさらに深める。

B

○中学校での体験授業、小学校での出前授業、つつじが丘小
学校での交流など、円滑な連携に向けた取り組みを行った。
◆学びの連携とともに、心の連携をすすめる。スクールカウンセ
ラーの連携や教育相談の連携などを推進し、不登校対策に取
り組む。

○中学校区の取り組みや成果を定期的に共有すること
で、保幼小中の連携を進める。
○中学校卒業時の進路指導を見据えて、豊かな人格を
育てるキャリア教育を行う。

○保幼小中で課題を明確
にして重点目標を設定す
る。

○保幼小中の連携を図るために、
連携連絡会を開催する。
○三校研の充実を図り、目指す子
ども像を共有する。

・保幼小中の更なる連携を進める。

・ＳＣ，ＳＳＷの連携が進んだ。ケース会議をもとに事例
研修を行うなど、児童理解に専門的知見を取り入れる。

○SC,SSWとの連携、合同研修を通して、児童理解が進ん
だ。連携の中で、児童用ルールブックを作成し、生活習慣、
学習習慣の定着に組織的に取り組めた。
○教育相談を柱とした、幼小中連携を行っていく。

A

三田市立藍小学校長　榎並　由美　　　　　　　
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４月 １０～１１月

校内研究の状況

全国学力・学習
状況調査の質問
紙の状況

授業等からうか
がえる状況（各
教科）

推進主体 年度末評価

平成31年度・令和元年度　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 ２～３月

○見直しを習慣づけ、一人で学べる力を育てる。
○シンプルな授業づくりを行い、個の力を伸ばすための
授業改善を進める。
○身についた力をもとに活用する力を向上させるため
に、教科横断的な視点で授業改善を図る。

学力向上に向けての重点的な目標

定期テスト、単
元テストなどに
よる状況（各教
科）

○誤答分析を定期的に行い、個人
カルテとして活用する。
○行事や授業のふりかえりの時間
を確保し、身についた力を見つめる
ことを習慣づける。

心豊かにたくましく共に生きる児童の育成

家庭・地域等の
状況

○講師を招聘し、授業研究会を実
施する。
○研究の成果を冊子にまとめる。

学校評価などの
アンケート調査
による児童・生
徒の状況

○単元テスト、小テストに
おいて無回答をなくす。正
しい記名を100％行わせ
る。

○学期に1回以上は、教科
横断的な学習を行う。

管理職と研究推進担当・生徒指導担当・新学習システム推進教員を
中心に学力向上委員会を設置。

家
庭
・
校
種
間
連

携
小・中における
教科連携等の状
況

○算数科におけるシンプルな授業づくりを、全教員で共
通理解し、個の力を高めるための具体化を行う。
○授業公開、授業参観を活性化し、互いに高め合える
職員集団を作る。
○教育相談の充実を図り、児童を見取る力を向上するこ
とで、個人の学力に応じたフォロー体制を構築する。

○年３回の公開研究授業
を実施する。
○一人一授業の実践を行
う。
○年間6回以上の自主的
なミニ研修を実施する。校内研修の状況

・一人一授業を行い、共同での教材研究の機会を確保す
る。
・研究の方向性を決定した。教材の出あわせ方の工夫、
つまづきポイントの活用を意識した授業づくりを行う。

・ＳＣやＳＳＷと連携した研修会を実施できた。継続して
連携を深め、児童理解について共通理解をする。


