
【市教委提出用 様式１】       平成 26年度 学力向上・学習状況改善計画         八王子市立恩方第二小学校 

                                                                    校 長 原 市  裕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学力調査及び意識調査等に基づく本校の総括的な学力・学習状況の課題】(昨年度の調査結果及び授業改善の工夫を踏まえて記入) 
※○…学習面からの視点   ●…学習規律、学習・生活習慣からの視点 

○国語、社会、理科における関心・意欲・態度のポイントは８０Ｐと高い。しかし算数ではやや低い結果となっている。漢字の読みは正答率は高いが、書く力は５０Ｐと低く課題がある。また問題解決する力が弱い。根拠をもって話し合うこと、自分の

言葉で考えて表現する力を身に付けることが必要。○算数では各学年とも学力差が大きい。既習事項を使って自分で問題を解決する力を身に付けさせることで、自力解決する楽しさを味わわせることが必要。 

●粘り強く課題に取り組む姿勢を身に付けることが重要であり、その基盤となる学習規律を確立する必要がある。 

●素直で学習意欲も高いので、それを家庭学習に結びつけるために、家庭と連携しながら家庭学習の習慣化を身に付けさせることが大切。 

【学力の向上及び学習状況の改善にかかわる学校経営の方針】 
・基礎・基本を確実に身に付けさせるために、反復練習を朝学習や家庭学習の中で継続的に取り組み、学習の習慣化を図る。 

・授業においては、習熟の程度を把握して効果的な学習集団を編成し、その集団に適した教材や指導方法を通して、個々の学力の伸長を図る。 

・きめ細かな学習支援ができるように、児童の実態を把握し、計画的な学習指導を行っていく。 

【学力の向上及び学習状況の改善を図るための具体的な方策】（●新規、◎継続・強化・改善、○継続・踏襲） 

授業における指導の工夫 

ア 基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得 

◎各教科の指導で、文章や図表を正確に読み取らせる学習を徹底する

とともに、既習事項の復習を随時行う。 

●算数では、東京方式・習熟度別少人数指導ガイドラインに基づき、

学習集団を柔軟に編成し、個に応じた指導を推進する。  

イ 思考力・判断力・表現力の向上 

○自分の考えを発表したり、話し合ったりする活動を意図的に取り入

れ、思考力・表現力を向上させる。 

◎中心的な情報と付加的な情報を分けさせ、文章の要旨をつかませる。 

○学習した内容を生活の中で活かす場を設定する。 

ウ 主体的な学習態度の育成 

○体験的な学習や問題解決的な学習を多く取り入れ、児童の興味・関

心に応じた学習の場を提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業外における指導の工夫 
ア 基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得 

◎朝学習を有効に活用する。 

 ・火・水・金の朝  国語（漢字）、（読書）、算数 

 ※算数においては、東京ベーシックドリルを活用する。 

◎読書の奨励 

 ・朝読書やボランティアによる読み聞かせを実施する。 

 ・親子読書を実施し、家庭での読書の習慣を定着させ

る。 

 ・読書月間を設定し、幅広く読書に親しませる。 

◎補充教室の充実 

 ・長期休業中、３日間の補習を実施する。 

 ・保護者・地域と連携した「放課後子ども教室」を実

施し、補習、漢字検定に向けての学習を行う。 

イ 思考力・判断力・表現力の向上 

◎縦割りの組織を活かし、異学年交流を行い、コミュニケーシ

ョンの力を育成する。 

・うさぎ、ヤマメ等の小動物を飼育することで、他者への優し

い心を育てる。 

 

 

 

 

 

 

家庭と連携した取組の工夫 
ア 家庭学習の定着 

◎保護者会等、様々な場で、家庭学習の

意義を説明し、保護者の家庭学習の必

要性に対する理解の伸長を図る。 

・学年ごとの目標時間を設定する。 

◎学級だより等で、学習内容を定期的に

保護者に知らせ、学校と家庭の連携を

深める。 

・保護者会、ホームページ等で、「学力

向上計画」や各学力調査の結果を保護

者、地域に説明する。 

イ 生活習慣の定着 

・保護者に協力を依頼し、家庭での生活

習慣の見直しを図る。 

・親子読書、読書月間の趣旨を周知し、

家庭での共通の話題を提供すること

で、読書に対する意識の向上を図る。 

 

 

 

 

 

教員の授業力向上のための工夫 
・授業公開を積極的に行い、互いに授業を参観し

合う。 

・パワーアップ研修の市教委教科研修へ積極的に

参加する。 

・講師を招へいし、授業力を向上するための校内

研修を実施する。 

・児童、保護者による授業評価を実施する。 

（児童、保護者の意見を学校評価に反映させる） 

・（全教員の研究授業を実施する） 

 

 

 

 

 

 
○年度当初【児童の学力の向上及び学習状況の改善を図るための成果指標の設定】※児童の授業評価や生活アンケート調査・保護者の学校評価等も検証に活用する 

第 3・4学年の成果指標（市学力調査等） 
○漢字テストの目標点に到達した割合７５％以上 

○計算テストの目標点に到達した割合７５％以上 
○読書における学年目標に到達した割合７５％以上 
○「授業の内容がわかるか」の肯定的な評価 各教科 

90％以上 
○学校評価（保護者向け）における「わかり 
やすい授業が行われている」の肯定的な評 
価 90 ％以上 

 

第 5学年の成果指標（都学力調査等） 
○漢字テストの達成率８０％以上 

○計算テストの達成率８０％以上 
○「授業の内容がわかるか」の肯定的な評価 各教科 
８０％以上 

○家庭学習の取組８０％ 
○読書における学年目標に到達した児童８０％ 
○「授業の内容がわかるか」の肯定的な評価 各教科

90％以上 
○学校評価（保護者向け）における「わかり 
やすい授業が行われている」の肯定的な評 
価 90 ％以上 

 

第 6学年の成果指標（国学力調査等） 
○漢字テストの目標点に到達した割合７５％以上 

○計算テストの目標点に到達した割合７５％以上 
○家庭学習において、「１時間以上取り組む」児童の割合 
７５％ 

○「授業の内容がわかるか」の肯定的な評価 各教科
90％以上 

○学校評価（保護者向け）における「わかり 
やすい授業が行われている」の肯定的な評 
価 90 ％以上 

 

第 1・2学年の成果指標 
○各教科において、全員が達成度（あゆみ）で
７０％以上とする。 

○全員が家庭学習を忘れずにやり、間違いの直
しも必ず行う。 

○全員が読書における学年目標に達する。 
○「授業の内容がわかるか」の肯定的な評価 

各教科 90％以上 
○学校評価（保護者向け）における「わかり 
やすい授業が行われている」の肯定的な評 
価 90 ％以上 



【市教委提出用 様式２】  平成 26年度 学力向上・学習状況改善計画（中間報告・最終報告）    八王子市立恩方第二小学校 

                                                                                   校 長 原 市  裕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○中間報告【児童の学力の向上及び学習状況の改善を図るための成果指標に関する分析】○達成状況良好 △課題あり ※保護者等の学校評価や児童の授業評価等も参考にする。 

第３・4学年の成果指標分析 
○漢字テストの目標点に到達した割合 75%以上 
→新出漢字→練習→小テストの学習のスタイル
を決めて取り組むことで、到達の割合が上がって
いる。 
△計算テストの目標点に到達した割合 75%以上 
→個人差が大きい。引き続きていねいに取り組ん
でいく。 
○読書における学年目標に到達した割合 75%以上 
→図書カードや朝読書等、読む場を設けて取り組
んだ成果がでている。 
○「授業の内容がわかるか」の肯定的な評価 各教科
90%以上 
→授業公開や学級通信等を通して、日頃の様子を知っ
てもらえるようにしている。 

第 5学年の成果指標分析（都学力調査等） 
○漢字テストの達成率80%以上 
→新出漢字のテストはよくできる（80％）が、既習の
漢字に課題がある。 
○計算テストの達成率80%以上 
→80%の達成率であった。朝学習で計算問題に取り組
んだ成果である。継続していく。 
○「授業の内容がわかるか」の肯定的な評価 各教科
80%以上 
→都学力調査の意識調査で国語、算数とも90％以上の
回答であり、目標値を上回った。 
○家庭学習の取組 80%以上 
→ほぼ全児童が取り組むことができている。さらなる
定着を目指し、取り組んでいく。 
△読書における学年目標に到達した児童80% 
→個人差がある。読書の環境づくりを工夫する。 

第 6学年の成果指標分析（国学力調査等） 
○漢字テストの目標点に到達した割合75%以上 
→漢字テストの平均達成率が70%であった。 
△計算テストの目標点に到達した割合75%以上 
→計算テストの平均達成率が54%であった。目標値
を下回っている。基礎の繰り返し学習を徹底する。 
○家庭学習において「１時間以上取り組む」児童の
割合75％ 
→「30 分～１時間」の児童を含めると 77％の児童
が家庭学習に取り組んだ。家庭とさらに連携し、家
庭学習の徹底を図る。 
○「授業の内容がわかるか」の肯定的な評価 各教
科90%以上 
→「授業の内容がわかるか」の肯定的な評価が、国
語77％、算数92％だった。 
 

第 1・2学年の成果指標分析 
○各教科において、全員が達成度（あゆみ）で
７０％以上とする。 

→個人差があるが、全員が達成できるように
授業や教材を工夫しながら取り組んでいる。 
○全員が家庭学習を忘れずにやり、間違いの直
しも必ず行う。 

→忘れたり直さなかったりする児童は、個別
に家庭学習の定着ができるようかかわってい
っている。全員ができることを目指す。 
○全員が読書における学年目標に達する。 
→読み聞かせや読書の時間に積極的に取り組
めるように働きかけてきた。全員が目標に近
づいている。 

○最終報告【児童の学力の向上及び学習状況の改善を図るための成果指標に関する分析】○達成状況良好 △課題あり ※保護者等の学校評価や児童の授業評価等も参考にする。 

◎改善策の方向性（●新規、◎継続・強化・改善） 
◎基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させるため、朝学習の充実を図るとともに、基本的な事項の読み取りを徹底する。 

◎思考力・判断力・表現力を向上させるために、引き続き、自分の考えを発表したり、話し合ったりする活動を意図的に取り入れた指導を展開する。 

◎主体的な学習態度の育成を図るために、引き続き、体験的な学習や問題解決的な学習を多く取り入れ、児童の興味・関心に応じた学習の場を提供する。 

◎読書感想文の指導、読書週間の活用を通し、学校の読書環境の充実を図る。 

第 4学年の成果指標（市学力調査等） 
○漢字の読みはおおむね達成できた。 
△漢字の書き取りには課題が残った。 
△主語と述語などの基本的な文法問題が理解
できていなかった。 

△作文では、指定された行数まで作文すること
ができなかった。 

○算数に関して、多くの児童が目標に達するこ
とができた。 

○既習事項の復習や反復練習を行った。 

第 5学年の成果指標分析（都学力調査等） 

○漢字テストは、おおむね達成できた。 

 ほぼ全員が毎回１００点をとることができた。 

○計算については、ベーシックドリルで復習をした。 

 間違えが多かった単元については、個別に復習をさ

せた。 

○一人一人に自分で目標を立てさせ、意欲付けをする

とともに、練習時間をしっかりと確保することで「わ

かる」という意識調査の回答の数値が向上した。 
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第 6学年の成果指標 
○漢字テスト、計算テストは復習に時間を取り、共
に目標の75％を達成することができた。   

○家庭学習は、おおむね目標を達成することができ
た。基礎的、基本的な学習内容を定着させるため
の家庭との連携が効果的であった。 

△家庭環境等により、家庭学習の徹底には個人差が
大きかった。 

○「算数の内容が分かる」の肯定的な評価が高いの
は、少人数指導の成果だと感じた。 

第 1・2年の成果指標分析 
〇おおむね良好に達成できている。 
△配慮や支援が必要な児童には引き続き
個別に支援をしていく必要がある。 

〇家庭学習にしっかりと取り組み、学力
の定着を図った。 

〇担任は読み聞かせを定期的に実施し、
児童は積極的に読書に取り組んだ。 

3年の成果指標分析 
○漢字・計算・読書について、おおむね
達成できている。 

○漢字小テストは 100点の割合約 84％だ
が、個人差が大きかった。 

○計算についても同様に個人差が大きか
った。 

◎来年度の具体的な取組の目標等（●新規、◎継続・強化・改善）  
◎基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させるため、朝学習の充実を図るとともに、基本的な事項の読み取りを徹底する。 

◎思考力・判断力・表現力を向上させるために、引き続き、自分の考えを発表したり、話し合ったりする活動を意図的に取り入れた指導を展開する。 

◎主体的な学習態度の育成を図るために、引き続き、体験的な学習や問題解決的な学習を多く取り入れ、児童の興味・関心に応じた学習の場を提供する。 

◎読書感想文の指導、読書週間の活用を通し、学校の読書環境の充実を図る。 
 

 


