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学力向上プラン 

スタートアップガイド：めざす資質能力，授業改善策の重点化（※１） 
   

 

 

 

 

学力向上プランに示す取組は，目標を達成するために有効な取組であることが大切です。

そのため，実践を重ねながら取組の改善を繰り返すことが必要です。学力向上プランを基に，

よりよい授業改善を図ることができるよう，ここでは視点２｢授業づくり｣について，改善を

する際の観点について提案します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，より実効性のある学力向上プランに高めるためには，学力向上プランを全教職員に

浸透させることが重要です。検証改善サイクルを回すミドルリーダーとして，以下のことを

進めていきましょう。 

 ① 学力向上プランを見直す目的，時期や方法を全教職員で共通理解すること。 

 ② 学力向上プランは，児童生徒の実態に応じて，常に見直すものであるという意識を全

教職員で共有すること。 

《改善の観点》 

(１) 児童生徒の実態と取組を整合させる。 

児童生徒の課題と目標，取組を照合し，実態に応じた取組にしましょう。特に小学校は，

成果指標を低・中・高学年別に記述するとより明確になります。 

(２) 取組を焦点化する。 

取組が多いと日常的に実践することが難しくなります。取組を絞ることで，全教職員での

共有化を図りましょう。 

(３) 授業場面における具体的な取組を決める。 

全学級での実践が可能にするために，授業のどの場面で，教師は何をするのか，取組の内

容を具体的に記述しましょう。 

(サイクル３Ｐ事例１【小学校】ｐ33参照) 

 

 

 

 

 

 

 

 主題研究と連動した取組指標を示し，

｢目的意識をもつ｣という課題に対する手立

てを具体化しています。また，成果指標を

低・中・高学年別に記述し，児童の実態に

応じた重点取組を明記しているため，各学

年で共通した取組ができます。 

 

(サイクル３Ｐ事例２【中学校】ｐ33参照) 

 

 

 

 

 

 

 

視点２がシンプルに，授業場面において

記述されています。｢めあて｣と｢まとめ｣と

いう場面に焦点化されているため，毎時

間，その場面での手立てを意識することが

できます。また，成果指標や見取る内容が

あるため，目標達成度が明確になります。 

 

【授業づくり】 

〔重点取組〕 
思考力を高めるために，「主眼」と「めあて」と「まとめ」
の整合性のある授業づくり 

①授業の導入を生かした必然性のある「めあて」づくり 
②「めあて」と整合性のある「まとめ」 
③「めあて」を達成するための手立てのある授業 
④ねらいを明確にしたグループやペアを活用した授業 
〔指標〕 

・授業振り返り評価表（生徒用：各 3.5 以上，教員用：各 3.0 以上） 

・学習に関するアンケート（まとめを書く指導 95％以上） 
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自校採点計画 

スタートアップガイド：自校採点計画作成（※２） 
主幹教諭（教務）は昨年度末に

作成した本年度の学力向上プラン

を生徒の実態に即し、充実した内

容にするために、全国学力・学習

状況調査の結果分析を行うことと

し，採点計画を作成しました（資

料１）。 

日時や担当だけでなく，方法ま

で詳細に計画し，全教職員に配布

しました。日時や場所の設定につ

いては，調査実施後すぐに自校採

点を行えるように，昨年度から実

施計画を立てていました。 

国語科と数学科の教科担当だけ

でなく全教職員に配布した理由

は，授業改善に取り組むことの必

要性や意義に気付かせるためで

す。その後，全国学力・学習状況

調査の自校採点を国語科と数学科

の教科担当に依頼しました。 

研究主任は、昨年度までの定期

考査や学力調査の結果を事前に分

析しており，生徒の学力の実態と

して，国語科や数学科の記述問題

の解答率が低いという課題を把握

していました。そこで，国語科と

数学科の教科担当が主体的に自校

採点に取り組むことができるよう         

に，課題を解決していくためには 

「自校採点による実態把握」が必要であることを説明しました。 

また，校内研修会で全教職員に対して、自校採点から明らかになった記述問題の解答率が低い課

題を克服するためには，国語科や数学科のみならず，すべての教科担当，全教員による授業改善が

必要不可欠であることを説明し，目的意識をもって臨んでもらうようにしました。 

その後，研究主任は，国語科と数学科の教科担当が行った全国学力・学習状況調査の自校採点結

果について，各設問の無解答率，誤答率，正答率等を求め，資料にまとめました。 

○中学校全国学力・学習状況調査自校採点実施計画 

平成 29年４月 14日(金) 

学力向上推進委員会 

１ ねらい 

〇 昨年度末に作成した本年度の学力向上プランをより具体化さ

せ充実を図るために、本年度の全国学力・学習状況調査の結果

分析を行い、学力向上プランを改善する。 

〇 本校生徒の学力向上に向けて，全教職員で生徒の学力の実態

及び指導上の課題を分析・把握し、全教科の授業改善を図る。 

 

２ 日 時 平成 29年４月 19日（水）午後３時～ 

 

３ 担 当 主幹教諭（教務），研究主任，国語科・数学科担当 

  

４ 方 法 

主幹教諭  17日  送付された問題用紙，解答用紙の確認と試験 

         担当教員との打合せ（放課後） 

18日  実施直後，生徒答案のコピー 

         教科担当へ答案用紙の配付， 

19日 回収，保管 

研究主任 17日 主幹教諭とともに，問題用紙，解答用紙の 

確認，出題内容の分析 

19日 採点方法，正答例の説明 

国語・ 

数学担当 18日 指導教科の問題を熟読する。生徒の解答例も

捉えておく 

19日 指導教科担当と分担し，生徒採点する。 

 

５ 準備物  採点ペン，解答例 

 

６ 留意点 

  ・正誤答の判断が難しい場合には，担当者で話し合い，共通理

解を図る。 

・生徒のプライバシー保護のため，採点結果を他言しない。 

・後日，採点結果を基に課題解決のための校内研修会を行う。 

資料１ 自校採点計画 
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自校採点結果分析表等 

スタートアップガイド：校内研修会用資料作成（※３） 
 

 

 

 

 

 

 校内研修会において，全教職員に当事者意識をもってもらうためには，まず自校採点結果

を明確かつ的確に表した資料で課題の共有をすることが前提です。そこで，自校採点結果分

析表を作成します。まず，全国学力・学習状況調査の全ての問題，もしくは抽出問題に関す

る正答数（率）や無解答数（率）を一覧表やグラフに整理します。こうすることで，課題の

ある問題を視覚的に捉えることができます。しかし，授業改善につなぐためには，数値結果

を表すだけでなく，問題の出題趣旨や解答類型（ｐ23参照）を追記し，授業改善に取り組む

際の根拠となるような資料を作成，提示することが必要です。 

例えば，資料１のように出題趣旨を並列させることで，赤枠の三つの問題から「説明す

る」ことに課題があると把握できます。そして，「正しい説明をするためには，何が不十分

だったのか」を捉えるために，解答類型からつまずきの要因を考察します。その際，４月に

配布される「全国学力・学習状況調査 解説資料」を活用しながら，児童生徒の誤答内容を

分類整理し，自校の解答類型を作成することも方策の一つとして考えられます。主幹教諭自

身や検証委員会において考察した内容を添付することで，校内研修会において，どのような

授業を仕組んでいく必要があるかという点を重点的に協議することができます。 

 このように自校採点結果分析表を作成・活用することで，明らかになった課題を授業改善

につなぐことができます。逆に，成果（資料１青枠）を取り上げることで，前年度までの授

業改善の効果があった要因を共有したり，全教職員のモチベーションの向上につなげたりす

るという活用も考えられます。 

 

資料１  自校採点結果分析

表 

十分満足 

概ね満足 

誤答 
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校内研修会レジュメ 

スタートアップガイド：校内研修会の運営（※４） 
 

学力向上に向け，効果的な検証改善サイクルを

構築するための校内研修会を実施するにあたり、

日時や内容だけでなく、目的や役割を明記したレ

ジュメを作成しました（資料１）。 

学力向上の目的や役割分担を明確にすることに

より、一年間かけて全教職員で取り組み、検証改

善サイクルを回す意義を明確にしました。また、

サイクル２の校内研修会では、全国学力・学習状

況調査の結果を基に今後取り組むべき具体的な方

策について協議するようにしました。出題された

問題を事前に配布し，どのようなつまずきが予想

されるか、正答のためにはどのような力が必要な

のか各自分析して校内研修会に臨みました。 

サイクル３に向けての校内研修会では具体的に

授業改善に基づく研修を効果的に行えるよう指導

案審議を行いました（資料２）。サイクル４に向け  

ての校内研修会では、今年度の取組についてまと

める研修会を行いました（資料３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３回 校内研修会資料  

８月２１日１３：３０～                     

１．はじめのことば(校長) 

２．グループワーク 

（１）各教科で作成した学習指導案について次のポイントで説明する。 

○ 本時の「めあて」と「まとめ」について。 

○「自分の考えを表現する活動（場）」をどのように位置づけたのか。

（方法や手段) 

○「自分の考えを表現する活動（場）」を位置づけたことによって、どの

ようなことを狙ったのか（目的や意図するところ） 

（２）グループ内でそれぞれの指導案について次の視点で交流をする。 

「自分の考えを表現する活動（場）」についてよい点（大事にしたいとこ

ろ、工夫しているところ、方法や場の設定が効果的だと思うところ）や

改善点（こうしたらもっとよくなるのでは、こうあるべきでは、等） 

３．全体交流 

○グループでの交流内容を発表する。（※３分程度にまとめて）   

４．指導助言（指導主事） 

○「今後の授業改善について」 

①今年度の報告会「公開授業」の実施１１月１５日（水） 

５時間目「数学」 授業クラス ３年 組 授業者： 

６時間目 報告会・研究協議（委員会・職員全員参加）    

②各教科の授業公開（グループ内での公開授業） 

１０月 ２日（月）～１１月２２日（水） 

※グループ内で授業実施日を決めて、各グループ内の先生の授業を可能

な限り参観します。（１２月にすべての参観終了後に、時間を設定して反

省会を実施予定です。参観の記録用紙をお渡しします。） 

※事前に時間割を調整しますので、９月末日までに授業実施日を決定し

て下さい。本日使用した指導案を変更する場合は、授業日の前日までに

教務まで提出して下さい。 

※調査問題を中間考査で出題する先生は中間考査前までに授業を実施。 

③２学期中間考査（１０／１６）または期末考査（１１／２４～２８）

に、授業改善の成果を見る調査問題→「思考力・判断力・表現力を問う

活用問題」を１問出題して下さい。（公開授業を実施した学年がよい） 

なお、前回と同じように、集計をしますので、解答用紙はＰＤＦで保存 

④年度のまとめ（第５回学力検証会議 実施日時未定） 

４回 校内研修会資料 

１２月２２日１４：００～                     

１．はじめのことば（教頭）                       １４：００ 

 

 

２．職員・生徒アンケート、期末問題の分析から      １４：０５ 

 

 ①成果 

 

 ②課題 

 

３．グループ交流                                   １４：１５ 

①公開授業の振り返り（２つの視点で） 

・２つの視点（「めあて」「まとめ」、「自分の考えを表現する活動」） 

で一人ずつ振返りを行い、成果ややってみて良かった所、課題など 

の意見を交流する。 

 

②公開授業、指導案づくり、日々の授業実践に今年度取り組んでみ 

て、「成果」・「困ったこと」・「うまくいかなかったところ」「よくわ 

からないこと」 「もっと具体的に示して欲しいもの」「悩み」など 

を出し合い、整理する。 

  ※記録用紙への整理が終わって時間があれば、課題についての対応策

も交流する。 

 

４．全体交流                                      １５：０５ 

「３．②」で整理したものを中心に、全体で交流を行う。（各班２分） 

 

５．教育事務所からの助言（指導主事）             １５：２０ 

 

 

６．まとめ（  ）                                １５：２５ 

 

 

７．おわりのことば（校長）                        １５：３５ 

 

資料２ サイクル３-Ｐの校内研修会レジュメ      資料３ サイクル４-Ｐの校内研修会レジュメ 

２回 校内研修会資料 
６月１４日１５：３０～                     

目的 効果的な検証改善サイクルを構築し、生徒に確実に力を付ける
取組を全教職員で進めるために以下の点を共通理解する。 

  ・学力分析の方法 
・課題と改善の方向性（目指す生徒像の具体化） 
・結果を改善につなぐための日々の授業での取組 

１．はじめのことば（教頭）                       １５：３０ 
 
２．・検証改善サイクルの意義について（   ）     １５：３５ 
・全国学力・学習状況調査結果について（  ）   １５：５５ 

     誤答傾向と課題、 
正答するための必要な学力について 

協議の柱 
〇当該学年で身に付けるべき知識・技能、思考力について 
〇学年で取り組む具体的方策について 

  ・指導・助言 
３．謝辞                                      １６：３５ 
 
４．おわりのことば（校長）                        １６：４５ 
〇連絡 

役割 内容 担当 

司会 協議会の司会進行  

会場準備 椅子机並べ、式次第掲示  

会次第準備 会次第作成、拡大印刷  

記録 協議内容のノート記録、写真記録  

事前に学力テスト問題を配布します。 
指定された問題を解きどのようなつまずきが予想されるか、正答
のためにはどのような力が必要かについて考えをもった上で、研修
会に参加されてください。 

資料１ サイクル２-Ｐの校内研修会レジュメ 
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授業改善評価シート 

スタートアップガイド：授業改善策の評価計画の提案（※５） 
  

授業改善評価シートの例を２つ示します。 

① 授業訪問シート（資料１） 

このシートは，学力向上プランの視

点２「授業づくり」の内容を全教員に意

識してもらうために，学力向上の重点

取組である「主発問」と「評価」の欄を

意図的に設けています。そして，スクー

ルリーダー，主幹教諭（教務）がこのシ

ートを持って授業を参観します。その

際，授業者はあらかじめ項目１～５を

記入しておきます。授業後，感想（よか

った所，課題）を記入し，授業者に渡し

ます。 

このシートでは本時の主発問や主眼

達成の判断基準が示されているので，

その二つの妥当性について参観者はコ

メントしています。 

② 相互授業参観シート（資料２） 

このシートは，学力向上プランの重

点取組を項目に分けて具現化したもの

で，全教科共通の様式です。授業者によ

る授業改善の振り返りや実施状況の日

常的把握などを目的として使用しま

す。主幹教諭（教務）は相互授業参観週

間を設定し，このシートを全教職員に

５枚ずつ配布し，参観を促します。参観

者は，授業者の指導のポイントがおさ

えられていたかを◎，○，△の三段階で

評価し，意見等を記入したあと，授業者

と学力向上コーディネーターに渡しま

す。 

このシートでは，授業を見る視点が

焦点化されているため，簡単に評価が

でき，授業改善につなぐことができる

ものとなっています。 

資料１ 授業訪問シート 

資料２ 相互授業参観シート 
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資料１ グループ協議用マトリクス 

グループ協議用シート 

スタートアップガイド：授業改善策の吟味（※６） 
 

学力向上に向けて，児童生徒の

実態を共通理解するとともに，課

題解決の方策を検討するために， 

模造紙にマトリクス表を書き，グ

ループ協議を行いました（資料

１）。まず，学年グループで国語科

や数学科における教師の指導と

生徒の実態から課題を明確にす

るため，付箋に課題を書き，分類・

集約しました。次に，学年グルー

プで課題克服に向けた方策を協

議し，表にまとめました。 

さらに各学年グループから課題克服に向けた方策を発表し，全体で授業改善策を協議し，取組の

共通理解を図りました（資料２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ グループ協議後のマトリクス図 

課題を克服するための方策
教師 生徒

国
　
語
　
数
　
学

(   　　  )年生
本校の課題

質
問
紙
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研究授業計画表 

スタートアップガイド：｢スモールＣ段階｣の計画，実施（※７） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 校内における研究授業は，｢スモールＣ段階｣において，全教職員または該当する学年や教

科担任などで，授業評価をすることが可能な機会となります。効果的な授業評価をするため

には，それぞれの研究授業において，授業者だけでなく全教職員の参画意識を高めることが

必要です。そのための主幹教諭や研究主任の役割の一つが，全教職員に｢見通し｣と｢役割｣を

もたせることです。そこで，作成するものが｢研究授業計画表｣です。 

 研究授業計画表（資料１）は，年間の見通しをもたせるために，年度当初に全教職員に配布

します。ここで，ミドルリーダーは，研究授業当日の日程を調整するだけでなく，事前事後で

行う内容を周知徹底し，全授業者に同様の支援や評価ができるようにします。また，研究授業

における役割分担は，ミドルリーダーだけで行うことにならないよう，学年ごとに振り分け

たり，輪番制にしたりするという工夫もできます。当日の会次第や役割分担を明記した協議

会のレジュメも研究授業を計画する際に有効です（資料２）。 

  

資料１ 研究授業計画表 資料２ 協議会レジュメ（役割分担表） 

《研究授業計画表作成，活用の留意点》 

□ 目的，ねらいを明確に記述する。（授業改善の取組であることを押さえる。） 

□ 各教職員が｢いつ｣｢何をする｣のかを確実に把握できるようにする。 

□ 役割分担をする際は，偏りがないようにする。役割は，ミドルリーダーから依頼するだ 

けでなく，学年に任せる，選択させるなどにより，主体的な行動を促す。 
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校内研修だより 

スタートアップガイド：「スモールＡ段階」の内容を発信，共有（※８） 
 主題研究に関する校内研修だより（資料１）は，各学級の公開授業，授業協議会終了後に

作成します。ここでは，研究主任が中心となりますが，検証委員会のメンバー等が輪番制で

校内研修だよりを発行することにより，全教職員への意識化，共有化を図ることにつながり

ます。そこで，誰もが書けるようにするためには，検証委員会において，記述する項目を共

通理解しておくこと，また，内容量が多すぎないこと，様式を揃えること等が必要です。 

□■ 内容と役割分担の例 ■□ 

内 容 役 割 分 担 

□ 主題解明の方途に沿った授業の 

価値付け  

□ 児童生徒の様子と板書の写真 

□ 成果と課題，今後の方向性 

 

□ 学力向上との関連 

■ 研究主任，検証委員会 

 

■ 写真撮影 ⇒ 授業者の同学年または近接

学年 

■ 協議会ノートの記入 ⇒ 授業者の同学年 

■ 授業記録シートの取りまとめ⇒検証委員会 

■ 研究主任，検証委員会，主幹教諭 

※ Ａ４判表裏１枚程度で構成する。 最後に，研究主任が目を通し，確認，修正を行う。 

※ 学力向上との関連については，主幹教諭や研究主任が，学力向上に係る校内研修会で協

議した取組や学力向上プランに掲げている取組の視点から，公開授業での教師の手立て

や児童生徒の様子を見取る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 小学校 校内研修だより 



- 53 - 

学期末アンケート 

スタートアップガイド：アンケート項目等修正（※９） 
学力向上プラン（資料１）に示した授業改善の取組を評価するために生徒・教職員アンケー

トを作成します。その作成のポイントは次のとおりです。 

 

① 学力向上プランの取組指標を教職員自己評価アンケートに反映させる 

学力向上プランにおける授業改善の取組を評価するために，教職員自己評価アンケートを

作成します。項目は学力向上プランの取組をもとに設定します。アンケートは毎学期末に実

施します。学力向上プランの取組を４件法にて達成できているかを見取る分析資料としま

す。また，アンケートや実態分析をもとに毎学期，改善した取組を見取るために項目の修正

を行います（資料２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  児童生徒アンケートを作成する 

生徒による授業評価も授業改善の取組を見取る貴重な資料です。その項目は学力向上プラ

ンの取組指標を参考に４件法で実施します。その際，質問項目を教職員自己評価アンケート

や授業評価シートと合わせておくと，教職員と児童生徒の意識の差などを多面的に分析する

ことができます。また，学力向上プランの改善に伴い，児童生徒の質問項目も付加・修正を

行います。例えば，資料４では，学力向上プラン（資料１）の取組に合わせて「めあてづく

りについて」と「自分の考えを書くことについて」の項目を付加しています。 

 

① 生徒が興味・関心・意欲を高め，主体的に学ぶことができるようにするために，各教科の特性に
応じて生徒とともにめあてを作る活動を取り入れる。 

② 自分の考えや方法をもって課題の解決に取り組み，思考力や表現力を育成することができるよう
にするために，授業において各教科の特性に応じた「自分の考えを書く活動」を取り入れる。 

③ 「自分の考えを書く活動」を通して身に付けた思考力や表現力を見取ることができるようにする
ために，定期考査において，記述式の評価問題を出題する。 

※ 授業評価シートを作成し，共通の視点で評価を行う。 

1 先生の説明はわかりやすい

2 めあてやまとめが板書などでわかる

3 話し合いや発表の場がある

4 「がんばれた」「できた」と感じる

5 国語の授業は大切だと感じる

国
語

1 先生の説明はわかりやすい

2 めあてやまとめが板書などでわかる

3 話し合いや発表の場がある

4 「がんばれた」「できた」と感じる

5 国語の授業は大切だと感じる

6
授業で「めあて」を決めるとき，前の時間の学習内
容を振り返ったり，当日の課題を確認したりして，

クラスで意見を出し合いながら決めることがある

7
授業の中で，話し合いや実験などの結果予想のため

に自分の考えを書くことがある

国
語

資料４ １学期末（左）及び２学期末（右）の児童生徒自己評価アンケート（一部） 

資料１ 学力向上プランの視点２（授業づくり） 

資料２ １学期末（左）及び２学期末（右）の教職員自己評価アンケート（一部） 
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ロードマップ 

スタートアップガイド：次年度検証改善サイクル案作成（※１０） 
主幹教諭や研究主

任だけでは検証改善

サイクルは効果的に

回せません。また，長

期的な見通しがなけ

れば，計画的な評価や

改善ができません。 

そこで，主幹教諭

は，学力向上に向けた

検証改善サイクルを

効果的に活用できる

ように，次年度のロー

ドマップを３学期中

に作成しました（資料

１）。 

まず，学校教育指導

年間計画や学校暦，月

間行事計画をもとに

全国学力・学習状況調

査や県学力調査，定期

考査などの学力調査

から自校採点や結果

からの分析をする日

程を定めます。 

次に，検証改善サイ

クルに則って，いつ，

だれが中心となって，

どのように学力を向

上させていくのか計

画を立てていきます。 

最後に，役割分担が

適切にできているか，

計画に無理が出てい

ないか確認し，整理し

てまとめます。 

 

学力調査(CRT)

県診断テスト
採点・結果入力

３学期はじめのテスト(国・算)

３学期はじめのテス
ト(国・算)

学力調査(CRT)結果
分析及び検証委員会

の実施

人権教育について

県診断テスト

9

全国・県学力調査結
果返却

結果に基づいた課題の
分析・把握

学期末・夏季休業中
の取組の計画立案

結果返却後の課題分析

県診断テスト
採点・結果入力

重点取組（授業・研修）

全体授業研修Ⅰ
提案授業

年間総括と
今後の取組
依頼（通

信）

３学期まとめのテスト(国・算)

２学期まとめのテスト(国・算)

体力テスト結果・
考察・取組の提案

児童の実態交流

質問紙との相関関係分析

児童の実態交流
6年社会科研修

食育研修

部研検証授業

全研・部研の事前
研・事後研

部研検証授業

全体授業研修Ⅱ

3

2 ※県教材集の活用
市町村学力向上検証委員会

への参加、内容周知

年度末の取組の提案

全体及び各学年学力向上プランをもとにした
評価、次年度に向けた方向性の確認

人権教育について

全国調査過去問題の
活用による補充

家庭学習アンケート実施 教育課程について

「研究のまとめ」
提案

「研究のまとめ」作成

8

全研・部研の事前
研・事後研

全体授業研修Ⅲ

12

質問紙との相関分析

※県教材集の活用

7

6

学期末・夏季休業中
の取組の提案

学力向上策・
家庭学習の内
容説明、時間
確保の依頼

（家庭訪問・
通信）

各種調査分
析結果の説
明、家庭学
習の状況把
握（懇談・

通信）

危機管理研修会

特別支援教育について

学力調査(NRT)を受
けての取組の提案

主題研究講師研

※県教材集の活用

1

11

10

市町村学力向上検証
委員会への参加

職員への学力向上検
証委員会の内容周知

学期末・冬季休業中
の取組の提案

実践交流会

調査結果分析の視点に関する研修

複数指導体制見直し

県調査自校採点の
計画・提案

全体及び各学年学力向上プランをもとにした
評価、３学期に向けた方向性の確認

職員への学力向上検
証委員会の内容周知

研究内容・方法の
学期末反省、３学
期の方向性の確認

改善策の立案

学期末・冬季休業中
の取組の計画立案

研究内容・方法の
年度末反省、次年
度の方向性の確認

自校採点後の分析、
改善策の立案・提案

家庭学習アンケート実施

学期末のまとめ

学期末のまとめ

指導方法工夫改善計画の評価・改善

1学期はじめのテスト(国・算)

朝の活動実施計画提案 研究構想の提案

全国調査過去問題の
活用による補充

自校採点後の重点内
容・取組の実施

算数単元テスト70点未

満の児童への補充(随

時)

児童の実態交流

年間計画の立案

目指す子ども像の
具体化・焦点化

指導方法工夫改善計画提案

「ノートの取り方・
発表の仕方」提案

         小学校　学力向上に向けた検証改善サイクル年間計画（案）

月

短期目標・指標

4
年間計画の提案

5

市町村学力向上検証
委員会への参加

複数指導体制計画提案

学力調査(NRT)

全国学力・学習状況調査

生徒指導について

児童の実態交流

自校採点

全国学力・学習状況調査の
問題分析・課題分析

学力向上プラン学力向上委員会等
（学力向上コーディネーター）

プラン作成、職員提案による共通理解

全国調査問題分析・自
校採点の計画・提案

自校採点後の取組の
計画・提案

○　各学期末の市販テスト（国・算）平均８５点以上　　　　　○　家庭学習（10分×学年＋10分以上）９０％以上

○　全国学力・学習状況調査（全国平均比）＋10ポイント　　　 ○　ＮＲＴアンダーアチーバー　４％以下

○　自分の考えを持ち、表現できる授業づくり

日常の授業

指導方法工夫改善担当者や教務主任等との連携

補充指導等

校内研修担当者との連携

主題研究 一般研修
学校説明各種学力調査

指導方法工夫改善計画の評価、次年
度に向けた方向性の確認

結果分析に基づいたプランの修正

学力向上通信③の
作成・配布

全国調査過去問題の
活用による補充

年度末の取組の計画
立案

１学期まとめのテスト(国・

算)

指導方法工夫改善計画の評価・改善

結果分析に基づいた
指導方法工夫改善計画の評価・改善

県学力調査

複数指導体制見直
し

自校採点をもとにした

仮説・着眼の見直し

研究内容・方法の
学期末反省、２学
期の方向性の確認

家庭学習の状
況把握、時間
確保の依頼
（通信）

２学期はじめのテス
ト(国・算)

実践交流会

自校採点をもとにした

内容・取組の重点化

自校採点後の授業
改善の視点提案

提案授業をもとにした主
題研究の日常的実践

県学力調査の
自校採点・課題分析

全体及び各学年学力向上プランをもとにした
評価、２学期に向けた方向性の確認

各種調査結果返却後の
分析等計画・提案

資料１ 次年度検証改善サイクル年間計画 
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家庭学習ノート 

家庭学習充実のための取組 
  説明についてはｐ36の Columnをご覧ください。 

 

 

資料２ 「〇中ノート」の記入例（週末用） 

資料１ 「〇中ノート」の記入例（平日用） 

 


