
（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問題ともに課題がみら
れた。無回答が多く、学習意欲、向上心を育てる必要がある。
◆読解力に課題があり、長文の理解、題意の読み取りが苦手
な児童が多い。
〇「読むこと」領域の学力向上を図るために、読書活動を推進し
てきた。司書教諭の配置、音読カードやすきま時間を活用した
読書の取り組みにより、進んで読書に取り組む児童が増加し
た。

○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。
〇読書活動の更なる充実を図り、すべての学びの基礎
となる読解力を育てる。

○学力学習状況調査にお
ける平均正答率の向上を
目指す。

〇年間50冊以上の読書を
する。

○国語を中心に書くことを中心とし
た学習活動の充実に取り組む。
○スキルアップタイムや個別指導の
充実に取り組む。
○教室掲示など言語環境の整備を
すすめる。
〇全校一斉読書タイムを実施する。

○A問題漢字を使う設問で、良好な結果であった。継続して
丁寧な指導を行う。
◆B問題記述式の設問で、正答率が全国平均を下回った。
書く学習活動で、80字以内や150字以内で書く活動を取り入
れる。
○がんばりタイムで、個に応じた進度での漢字練習に合わ
せて、音読の時間を設定している。家庭学習の補充が効果
的に行えている。
○５校時が始まる前の5分間を全校一斉読書タイムとして設
定し、落ち着いた雰囲気読書ができている。
○学校司書による図書室の環境整備で、図書室を利用する
児童が増えている。

算数
数学

◆全国学力学習状況調査の結果、A・B問題ともに課題がみら
れた。A・B問題ともに無回答が多く、基礎基本の充実と題意を
読み取る力を育てる必要がある。
◆昨年度より、スキルアップタイムや学習相談の実施により学
力向上を目指しているが、基礎学力の向上は十分ではない。
今後も引き続き算数の授業改善及びスキルアップタイムの工夫
改善に取り組む。
〇朝のオルゴールタイムを使って、算数のひとり学びを行い、
学びの構えをもって学習に取り組むようになった。

○基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させる。
○算数科の学習を通して、考えをつなぎ学び合う中でわ
かる喜びを実感できるよう授業の工夫改善を行う。
〇誤答分析や個人カルテを活用し、継続的な学習支援
を行う。

○学力学習状況調査にお
ける平均正答率の向上を
目指す。

〇前年度までの計算を
100％習得する。

○スキルアップタイムの充実を図
る。
○夏季休業日等、学習相談を実施
する。
○算数科の研究を推進し、授業の
工夫改善を図る。
〇オルゴールタイムでのひとり学び
を定着させる。
〇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。

◆A問題、B問題ともに、全国平均を大きく下回った。特に
「数と計算」「数量関係」の領域で大きな課題があった。三田
市計算検定に取り組み、計算力の向上を図る。特に、概算
を習慣づけ、A問題で全国平均以上の正答率を目指す。
○算数科の研究を推進し、「必然性」のある課題に取り組む
授業を仕組む。針金の長さの計算や、折り紙の枚数など、
生活に即した数量関係を意識づける。
○がんばりタイムで個に応じた進度で、計算力の向上を図
り、全学年までの計算の100％習得を目指す。
○あいっこ算数チャレンジは、課題に最後まで取り組もうと
する意欲を育てるのに効果的である。継続して取り組む。

○授業展開における藍小スタンダードを見直すことにより、主体的か
つ対話的に活動する場面が増えてきている。今後も算数科を軸とした
すべての学習活動において児童が主体的かつ対話的に活動する場
面を仕組む。
◆スキルアッププリントをはじめ、多くの課題に取り組むようになってき
たが、系統性が確立できておらず、応用力に課題がある。

○単元テストの前後に、プレテストや定着度確認を行う。算
数については、三田市計算検定で定着度確認を行う。

◆表現力に課題があり、互いの思考を交流し深めることが難しい。
〇藍小スタンダードの定着により、学びの構えができつつあり、教科を
超えた学ぶ力が育ちつつある。

○研究推進委員会を中心に、授業改善の目標を共有してい
る。藍小スタイルをさらに進化させ、よりシンプルな授業づく
りを進めている。
○めあてとふりかえりを大切にした授業を行う。ふりかえり
には、80文字以内といった条件を取り入れる。

◆全国学力・学習状況調査における「算数授業で新しい問題に
出会った時、それを解いてみたいと思いますか。」に当てはまる
と答える児童が少ない。
〇研究主題である「考えをつなぎ学び合う集団をめざして」考え
たい聞きたい伝えたい児童を育成するために研究を推進してい
る。

○発表や話し合い活動の活性化のため、教科学習と関
連づけた読書活動や調べ学習の充実を図る。
〇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。

○書く活動や話し合い活動
を1時間の授業に位置付け
る。

○問題解決型の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。

○自尊感情に関する質問に注目し、自尊感情を高める取り
組みを行う。（いじめに対する毅然とした組織的な対応の継
続、キャリアノートの活用）
○コミュニティスクールへの準備を進め、自然体験活動の充
実、地域との連携を図る。各行事等を振り返り、自分を見つ
める習慣を身に付けさせる。
◆問題解決型の授業づくりを継続し、根拠や条件を書くこと
を意識づけることで、無回答率０％を目指す。

◆児童・保護者アンケートの「宿題は毎日やっている」の項目で
は、そう思う児童が増えている反面、そう思わないと答える児童
も増え2極化している。放課後学習の実施など、個に応じたきめ
細やかな指導を行うことが課題である。

○「家庭学習の手引き」を活用し、学習習慣の定着を図
る。
〇学力向上に関する個人カルテを共有し、学びの機会
を増やす。

○発達段階に応じて設定し
た家庭学習の目標時間を
達成する。

○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。

◆がんばりタイムと連携し、誤答分析を行うことで、自分の
成長を見つめ、苦手を克服しようとする児童を育てる。がん
ばりタイム実施率１００％を実現し、効果的な放課後個別学
習を行う。
◆算数に関して個人カルテを作成し、個人懇談などで、家庭
と連携しながら、目標を持ったひとり学びを実現する。

○公開授業も含め、年間3回の講師を招聘した授業研究会を実施し、研究の
成果を研究冊子としてまとめることもできた。次年度の研究発表会へと実践を
つないでいくことが課題である。

〇一人一授業実施率６６％（11月現在）100％実施する。
〇研究発表会を実施予定。校外より20名以上の参加を目
指す。

〇研究推進担当を中心に、藍小スタンダードを共通理解する研修会
や、自主研修、交流会を積極的に行っている。

◆予定していた自主研修実施率80％（特別支援教育、道徳
評価、外国語活動、人権教育）、情報教育、特別活動の自
主研修の実施を目指す。

○学校支援ボランティアの協力のもと、低学年の希望者を対象
に、放課後の時間を活用し、教科学習や体験学習を行う「あ
いっ子教室」を計画的に実施することができた。

○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。
〇ひょうごがんばりタイムで、個人カルテを活用する。

○学年に応じた体験活動
を精選する。

○関係機関と連携を図り体験活動
を実施する。
〇ひょうごがんばりタイムの実施

○あいっ子教室の実施。1～４年生の約66％の44名が登録
し参加している。宿題タイムで家庭学習の補充を行う。
○がんばりタイムの実施1～６年生の８名が参加。個別の進
度で漢字学習などを行う。週２回の実施を予定。

○連携連絡会を各校持ち回りで開催し、保幼小中の連携を図
ることができた。
○来年度から始まる新指導要領に実施に向けて、外国語（英
語）活動における学習の進め方について藍中校区３校での共
通理解を図ることができた。

○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。
〇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。
〇三校研の充実を図る。

○月に１回以上の、５年生と幼稚園の交流会を実施する。５
年生の自尊感情の高揚に効果がある。継続して交流を行
う。
○藍中校区保幼小中連携の具体的な目標を、「子どもに決
めさせる」こととして取り組んでいる。「どうしたいの？」と問う
ことで、自分を見つめる子どもを育てる。

,

年度末評価

○お互いに考えをつなぎ学び合う授
業づくりをすすめる。
〇授業でのペアトークの充実を図
る。

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

○講師を招聘し市内外に開いた研
究発表会を行う。
○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

○１時間に１回は児童が主
体的かつ対話的に活動す
る場面を設定する。

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。

平成30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
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学校教育目標 ２～３月
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庭
・
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種
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連

携
小・中における
教科連携等の状
況

○算数科における藍小スタンダードについて共通理解を
図りながらより具体化を図る。
〇授業公開、授業参観を活性化し、互いに高め合える
職員集団を作る。
〇教育相談の充実を図り、児童理解を深めることで、効
果的な指導・支援を行う。

○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。
〇自主研修の充実を図る。

校内研修の状況

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

○授業展開における藍小スタンダードを見直し、問題解
決型へ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、発展的な学習の充実を図る。

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）


