
 

令和２年度 学力向上のための取り組み 

 

記入者 江川 晶子             

 

学 校 名 白井市立白井第一小学校 

 

１ 主体的・対話的で深い学びの実現に向けて 

〇今年度の研究として，話し合い活動を取り入れた授業を研修する。話し合い活動をすること

で，子どもたちが主体的に学習に取り組めるように工夫していく。学習活動の中で，ペアや

グループで話し合いの活動を充実させる。そのために，話の聞き方や説明の仕方，伝え方な

どについて共通理解し，身に付くようにさせる。 

 

〇話し合い活動の方法を職員全体で研修し，学年や教科，単元に合った話し合い活動の仕方を

見つけていく。 

 

〇自ら学んだことを次の学習につなげるために，学習をまとめたり振り返ったりする活動を自

分の言葉で書く時間を確保していきたい。また，ノートの取り方についても工夫していく。 

 

〇研究授業以外にも教員相互の授業参観を実施し，適切な評価，授業の改善ができるよう，教

師の授業力を伸ばしていく。 

 

２ その他 

〇課題は毎日評価をすることで，児童が意欲的に学習に取り組むことができるようにする。個

人に合わせて課題を設定することも視野に入れ，毎日継続的に取り組むことができるように

する。 

 

〇学習の基礎・基本となる漢字・計算を身に付けさせるために，学校全体でミニテストに取り

組み，前もって家庭へ知らせることにより，学習の習慣化を図る。学校と家庭が一丸となっ

て児童の資質や能力を高めることを目的とする。 

 

〇毎日，音読に取り組むことで，毎日文章に親しむようにさせる。また，読書の習慣化につい

ても毎日の積み重ねを大切にする。 

 

〇学力に個人差があるので，市会計年度職員の先生の力を借りながら個別の対応をしていく。 

 

  

 



令和２年度 学力向上のための取り組み 

 

記入者  立藏 雄介      

 

学 校 名 白井市立白井第二小学校 

１ 主体的・対話的で深い学びの実現に向けて 

○ペア，グループ学習の在り方・学習課題の設定 

生活科・総合的な学習の時間を中心に，児童が主体的に体験活動を行い，自ら学習課題を見

出せるような授業展開の工夫，改善を図る。個人で見出した課題をペア，グループで対話を通

して，共通点や相違点を見つけられるようにしていく。次に，ペア，グループから学級全体へ

と広げ，学級の課題として取り組んでいく。児童自身が決めた課題であること，身近な諸問題

であることから，児童は切実感をもって学習に向き合えるのではないかと考える。 

 

◯思考力，判断力，表現力等の育成 

主体的・対話的な学習活動では，ただ話し合いをするだけではなく，自他の考えを多面的，

多角的に捉え，柔軟な考えをもてるように学習の場を工夫していく。また，伝える力，書く

力など自分の考えを様々な表現方法でまとめられる力も身に付けさせていきたい。 

 

２ その他 

◯教科等横断的な学習の実施 

各教科等で育成された見方・考え方を実生活，実社会において，総合的に活用できる児童

の育成を図るため，身に付けた学習を他教科でも活用できるような場を設けていく。 

 

◯基礎学力の定着を図る（学習習慣・学習規律の確立） 

・学校図書館を活用し，読書量の増加（読書活動推進補助教員との連携）を図っていく。 

・「ちばっ子チャレンジ１００」「学びの突破口ガイド」の活用 

・児童の発達段階に応じた家庭学習の取り組み方 

・「書くこと」の力を向上させるために，学習の感想や一言日記など，書くことの日常化を図る。 

 

◯授業力向上のための取り組み 

・研修の充実化を図り，若年層教員の授業力の基盤を培う。 

・教員同士による相互授業参観を実施し，授業力向上を図る。 

 

◯全国学力・学習状況調査や学習ふりかえりナビゲーション(Reナビ)の分析 

・結果から児童の苦手とする観点や領域を分析し，指導改善に努める。 

 

 

 



令和２年度 学力向上のための取り組み 

 

記入者 岩館 規夫       

 

学 校 名 白井市立白井第三小学校 

１ 主体的・対話的で深い学びの実現に向けて 

（１）授業を通して 

 ◯表現力・思考力の向上 

 ・図書資料や ICTを活用して調べたり，話し合いを通して情報を収集したりする力を高める。 

 ・収集した情報を，発信する目的や相手，自分の考えに応じて，整理する力を育てる。 

・整理した情報を，工夫して（ポスターセッション，ペープサート，ICT活用等）発表する力 

を育てる。 

◯学び合いの場の設定（思考力の向上） 

・児童が自分の考えを持ち，お互いの考えを出し合い，自分の考えを確かめたり，深めたり 

できる学習集団を作る。 

 

（２）家庭学習を通して（基礎学力の定着） 

 ◯内容と量を精選して，宿題を確実にやりとげられるように調整する。 

 ◯継続的な音読・計算練習カードや日記活動を行い，保護者確認サイン等，保護者に協力し 

ていただき，家庭学習の定着を図る。 

 ◯出題範囲を予告して行うテスト（「月例テスト」下記参照）を実施することで，目的意識を 

もって家庭学習に取り組ませる。また，学年だよりで誤答の傾向等を知らせたり，月例テ 

ストファイルでテスト結果を知らせたりすることで，保護者の関心を高める。  

 

２ その他 

 ◯読書指導の充実 

・朝の読書タイムを毎日８：０５～８：１５の日課に位置づける。読書に親しませ，活字に 

馴染ませ生涯学習の基礎を図ると共に読解力の向上を図る。また，落ち着いた中で１日 

のスタートを切らせ学習に取り組ませる。 

 ◯基礎学力の定着 

・ドリルタイム（サンサンタイム）の取り組み 

   毎日８：１５～８：２５の日課に位置づけ基礎・基本の定着を図る。 

  ・月例テスト（漢字・計算）の実施 

   出題範囲を児童に予告し，毎月定期的に習熟度を確認するテストを実施する。テストの

結果を通して児童への賞賛をしたり，理解不十分な点を確認したりして学習意欲の向上

を図る。 

 

 

  



令和２年度 学力向上のための取り組み 

 

記入者 菅野 健太郎 

 

学 校 名 白井市立大山口小学校 

１ 主体的・対話的で深い学びの実現に向けて 

（１） 全国学力・学習状況調査の結果から 

記述式･短答式の設問に誤答が目立った。 

○日記や短作文など，日常的に｢書く｣取り組みを取り入れる。 

学年ごとに，学習内容や発達段階に応じて取り組むテーマや題材を設定し，継続し

て取り組む。 

自分の気持ち･思いを表現できるような取り組みを心がける。 

○各教科の問題解決の場面において，ペア学習やグループ学習を取り入れ，説明し合

ったり書いてまとめたりする機会を意図的に設定する。 

全体を通して，無回答の割合が高かった。 

○根気よく取り組み，自分なりの回答や考えをもつよう指導を続ける。 

 

（２） ちばっ子「学力向上」総合プラン（ファイブ・アクション）から 

｢読書・体験学習｣チャレンジプランを受けて 

○全クラスに週１時間，学校図書館の優先利用日を設定し，図書館活用を促す。 

○年２回，図書委員会の主催による「読書まつり」を開催する。本に関するクイズや，

担任以外の教員と委員会児童による出張読み聞かせを行い，本に親しむ機会を増や

す。 

○読書活動推進補助教員と連携し，単元導入の読み聞かせや関連図書の選書などに積

極的に関わってもらう。また，授業に積極的に参加を依頼し，児童の読み取りや選書

の補助をしてもらう。 

○全学年，毎日の宿題で音読，朝の会で詩の朗読に取り組ませることで，様々な日本

語の表現を深く味わう。 

｢授業力アップ｣プランを受けて 

○若年層教員の研修会において，授業の相互参観や教科主任の授業参観の機会を設け

る。 

 

（３） ｢GIGAスクール構想｣から 

○タブレット端末の有効な活用方法について，職員相互の実践事例を共有する。 

 

 

 

 

 

 



令和２年度 学力向上のための取り組み 
 

記入者    堀内 剛   

 

学 校 名 白井市立清水口小学校 

１ 主体的・対話的で深い学びの実現に向けて 

〇地域との連携による防災教育に取り組む。 

〇課題のイメージをもちやすくするために，素材は児童の身近な物にする。 

〇児童が学習の見通しをもてるように，単元の流れをはじめに掲示したり，全体の活動内容を

説明したりする 

〇説明の型を提示し，二人組で繰り返し練習させる。 

〇話し合いの仕方や形態を工夫し，自他の考えを認め，比較をして伝えたりまとめて表現した

りする力を深めていく。 

〇指示語や接続語を理解し，使えるようにするため，短い文章をたくさん読ませ，内容を理解

することを繰り返していく。 

〇活字に触れる機会を意図的に作るため，読書活動推進補助教員と連携し，教科書の作者の本

や詩に多く触れさせる。 

〇短い感想文や日記を書く活動を多く取り入れる。 

〇見通しや考えに生かすため，既習の学習が分かる資料を提示し，これまでの学習を明確にし

ておく。 

〇音読に繰り返し取り組む。 

〇漢字テストに繰り返し取り組む。 

〇計算問題に繰り返し取り組む。 

〇漢字の月例テストに全校で取り組む。 

〇文章題や，既習事項をつかって問題を解いていく応用力をプリントなどで補う。  

〇少人数・習熟度別学習を充実させ，更に基礎・基本の定着を図る。 

〇「豊かな人間関係づくり実践プログラム」を活用し，基本的生活習慣を身に付けさせる。 

〇養護教諭を中心として，心身の発達の段階に応じた健康教育を推進する。 

〇陸上部活動や持久走，縄跳び，業間遊び等を通して，生涯にわたって心身の健康を保持増進

し，豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力の基礎を育てる。 

２ その他 

〇全学年，毎朝 10分間の読書の時間をとる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



令和２年度 学力向上のための取り組み 

記入者  中 村  正 和   

学 校 名 白井市立南山小学校 

１ 主体的・対話的で深い学びの実現に向けて 

昨年度の「全国学力・学習状況調査」及び「学力向上のための取り組み〈成果と課題〉」

を受けて，課題となる改善点を重点的に見直し，学力向上を図りたい。そこで，関心や意

欲面での二極化の減少，思考力・判断力・表現力の育成，基礎・基本の確実な定着を今年度

は推進していきたい。 

 〇学習全般において 

・月例テストを実施し，基礎・基本となる学力の定着を図るとともに，小テストならでは 

の意欲向上を促す。 

・児童が個々に考える時間を確保し，自分の言葉や図で表現する過程を大切にする。そう 

することで，しっかり意見が言えるようになれば，話し合いの場が深まると考える。 

・「発表の仕方」モデルを実践し，話し合い活動を円滑にできるように取り入れていく。 

 ○学習規律を通して 

  ・算数科学習の流れを定着させ，学年が変わっても同じ進め方で学習できるようにする。 

特に見通しと比較検討で話し合い活動を十分取り入れる。 

・生徒指導を生かした授業を推奨し，児童が自ら授業に関われる授業（自己存在感を与え 

る環境，自己決定の場づくり，共感的な人間関係づくり）に全職員が取り組む。 

○家庭学習を通して 

・各教科の家庭学習においては，基礎・基本の定着を図るために，ドリルの繰り返しや復 

習プリントを取り入れていく。また，高学年では，児童を主体的に取り組ませるために， 

家庭学習計画をつくり，学習させていく。 

・音読カードを活用し，全学年が毎日継続して行う。その際，保護者が判断しやすい観点 

を設定する。（よい姿勢で，はっきりと，ゆっくり，気持ちを込めて など）また，月１ 

回，児童が保護者に読み聞かせを行い，読むことへの意識を高めさせる。 

 

２ その他 

○研修の充実を通して 

・算数科の校内授業研修，実技研修，指導室訪問を通した指導力の向上を行い，校内での 

共通理解を図る。 

〇打ち合わせ等での提案 

・打ち合わせ等に，学力向上に関する提案を行うことで，職員の共通理解と意識の向上を 

図る。 

・学力テストの資料の見方や分析，ちばっ子チャレンジの紹介，学力テストに向けて前年 

度の反省など，ポイントを決めて提案を行う。 

  

 

 

 

 



令和２年度 学力向上のための取り組み 

 

記入者 大須賀 純（新年度担当者に変更） 

 

学 校 名 白井市立七次台小学校 

 

１ 主体的・対話的で深い学びの実現に向けて 

 

 ○研究授業を中心に，よりよい授業に向けた研修を企画・実践する。 

 ○少人数グループでの話し合いが浸透しつつあるので，よりよい学習形態を目指す。 

 ○「発表の仕方」について教師間でよりよい指導を共有して実践する。 

 ○家庭学習での音読が定着してきたので，保護者の協力や児童の成果を形にして発信してい

く。 

 ○自主的な家庭学習について，実態に応じた適切な支援をする。 

 ○家庭学習が定着していない児童に対して，保護者へ呼びかけをして，家庭学習が学力向上

につながることを理解してもらう。 

 

２ その他 

 

 ○全国学力・学習状況調査と千葉県標準学力検査の結果，国語・算数ともに考える力に本校

児童の課題が見られた。学級・学年での学習指導・生徒指導の場で児童自らが考えて活動

できる指導を心がける。 

 ○ちばっ子「学力向上」総合プラン（ファイブアクション）と本校の実態を照らし合わせる

と，特に「Ａｃｔ．２」について課題が見られる。家庭での学習環境を整える手立てを実

態に応じて設定・実行する。 

  

 

 

 

 

 

 

 



令和２年度 学力向上のための取り組み 

記入者 阿部 哲            

学 校 名 白井市立池の上小学校 

１ 主体的・対話的で深い学びの実現に向けて  

（１）授業を通して 

①学習規律を身に付けさせる。（姿勢・持ち物・聞き方・話し方・ノートの書き方など） 

②授業の導入，単元の導入の指導の工夫をする。（学ぶことに興味や関心ををもたせる） 

③見通しをもって取り組むことができるよう，指導の工夫をする。（学習のめあて，課題など 

の出させ方や提示の仕方を工夫し，一人ひとりの子どもが確実に把握できるようにする。） 

※主に算数科の授業展開を通して 

④自分の考えをノートやワークに書き，整理させてから話し合い（ペア・班・学級全体）を 

進め，自己の考えを深めさせる。（内容の質や捉え方，教師の関わり方，論点がずれないよ 

うな対応を工夫する。） 

⑤学習の振り返りの時間を確保し，次につなげる。（学習過程の中や終末で振り返りを行い， 

学習の方向性を確認，学習の価値・意義の自覚，今後の学習へのつなぎや関連をもたせる。） 

⑥千葉県標準学力検査において，国語科では，「言語事項項目」において，若干県平均点を下 

回った。チャレンジタイムを有効的に活用していき，理解を深めさせていきたい。算数科 

では，少人数指導の成果もあり，多くの学年で県平均点を上回っており，今後も継続して 

いき，個々の理解力向上に努めていく。また，考え方を説明させる活動を多く取り入れて 

いくことにより，言語能力も高めていく。 

（２）家庭学習を通して 

①自主学習の奨励～自主学習の意義・進め方・取り組み例を載せたプリント配付や，ちばっ 

子チャレンジ１００の活用をする。 

②保護者の協力の下，家庭学習の習慣化～特に中学年時に「家庭学習のすすめ」サイトを周 

知させる。 

③自分の学習理解度を自己判断し，自ら考えて課題を見つけて家庭学習に取り組むことがで 

きるような態度を身に付ける。（メタ認知） 

２ その他 （基礎学力の定着のために） 

（１） 朝のチャレンジタイムの実施～毎週月・水・金の週 3回 15分間行う。 

（２） 読書活動の推進 

①朝の読書タイム～毎週火・木の週 2回 15分間行う。 

 ②朝読書の実施…落ち着いた静かな環境で教師も一緒に行う。 

 ③保護者ボランティアサークル「おはなしトランク」による読み聞かせを行う。（月 1回程度） 

 ④読書活動推進補助教員による図書室環境の整備をする。 

（３）「学年のめあて」の選定 ～年間通して継続的に指導する内容を精選 

    例 ４年 都道府県名と場所を覚える 

（４） 算数少人数指導の充実 

①５年生以上で，少人数指導を行う。児童の実態に応じて学級を２つに分け，授業を行う。 

②ただ単に多様な考え方・解き方を導き出すだけでなく，どういう状況の時にどの考え方・ 

解き方がより有用となるのか，比較検討の場をもつ。 



③学習の苦手な児童に対する個別指導や，得意な児童に対する補充プリント等の作成し，

全体的な学力向上に取り組む｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和２年度学力向上のための取り組み 

記入者 若村 美紗子  

学 校 名 白井市立桜台小学校 

主体的・対話的で深い学びの実現に向けて 

〇校内研修での取り組み 

研究主題  

 

 

・自分の考えの根拠・理由を明確にする指導の工夫を行い，読む力を育てる。 

・児童の実態に合わせた言語活動を工夫し，見通しをもって主体的に学べるようにする。 

・ペアでの対話・グループでの対話を取り入れ，自分と他者の意見を比較したり，自分だけでは気づく 

ことが難しい気づきを得たりしながら，考えを広げたり深めたりできるようにする。 

◯家庭学習について 

・５・６学年は，自習学習による家庭学習を奨励する。漢字や計算だけではなく，発展学習，読書，日 

記等にも取り組ませ，主体的に学習に取り組めるようにする。 

 

２ その他 

〇読書活動 

・読書活動推進補助教員と連携し，教材と並行して読む本を提示し，より深い学びにつなげる。 

・朝読書で，より多くの本に親しめる時間を確保し，読書通帳（記録カード）を活用して自分の読書の 

振り返りをして，さらに意欲をもって本を読むことができるようにする。 

・図書委員会の活動「多読賞表彰」「図書祭～スタンプラリー，キャラクター投票～」など 

・図書ボランティアの方による読み聞かせや語り。白井市図書館の貸し出しの利用。 

〇９年間の約束 

・桜台中学校と共同で取り組んでいる「９年間の約束」を全クラスに掲示し，学習中の約束として守れ

るよう指導する。 

〇音読詩集 

・朝の会に音読活動を取り入れる。季節や学習に合わせて読む詩を選定し，表現力や語彙力を身に付け

るようにする。 

〇基礎学力の定着 

・朝学習（スキルタイム）を活用し，基礎学力を身に付けさせる。スキルタイムでは，読書や，国語ま 

たは算数の学習に取り組む。 

・読書タイムでは，文章を読む力をつけさせるために，読書活動推進補助教員と連携して，読書環境を

整えたり，読む本の指導をしたりする。 

・全学年統一した言葉の学習や短文読解の問題集に取り組み，語彙力を身に付け，文章を読むことに慣

れるようにする。 

・計算ステップや計算ドリル等に取り組ませ，算数の基礎学力を定着できるようにする。 

 

 

読む楽しさを感じ，主体的に学習活動に取り組む児童の育成 

～自分の考えを明確にしながら読む力を育てる指導の工夫を通して～ 


