
令和２年度 金沢市立千坂小学校 学力向上の取組(三学期)                              効果的な取組推進のための組織図 

  研究主題 主体的に考え、学び合う授業を目指して 

   

副題   意欲的に伝え合い 問い直す子 

 

 

 学
期 

児童生徒の現状・課題 原因・要因 重点的に行う取組 
 検証の方法と指標 

結果の検証 
児童生徒の状況 教師の指導・取組の状況 

授
業
で
行
う
取
組 

一
学
期 

・授業では金沢型学習スタイルをもとに、課
題をつかみ、自分の考えを持ち、伝え合い、
わかったことをまとめる流れは定着して
いる。しかし、主体的・対話的な深い学び
の視点では課題が多い。 

・１２月の評価問題では、国語は市の平均正
答率を５．８、算数は１．１上回っている。
国語では、資料から言葉や文を取り上げ、
条件に合わせて記述すること、算数では、
式や数の意味を文章と結びつけて理解す
る力、言葉や式を使って説明する力など、
弱いところを意識して活用問題に取り組
んできているところである。 

・質問紙調査では、「ふり返りを『ふり返りの
例』を使って書く」「国語の学習をしてでき
ることがふえましたか」共に肯定的な回答
割合のポイントが増加している。 

・児童が考えを伝え合う場面で
は、自分の考えの根拠や解釈が
弱く、話し合いの深まりが弱
い。 
・考えを深める場面では、教師
が深めの発問を用意し問い直
していた。話し合いが一部の児
童で進むことのないよう学習
形態に工夫するものの、児童同
士で深める話し合いの視点が
弱い。 

「自分の考えを伝え合います」では、根拠を持っ
て考えを持てるようにする。 
 ・考えの持ち方の例を提示し、考えを持てるよ

う指導する 
 ・理由や根拠を問い返し、児童の思考の共通の

土台とする。 
 
 
「みんなで考えを深めます」では、児童が考えを
深めたり広げたりすることが出来るようにする。 
・発問や学習形態を工夫する。 
・児童と考え方の達人を共有し、考える視点を
意識づける。 

・使った視点に花丸をつけて可視化する 

方法 

・「根拠を持って考えを持つことがで
きたか」の児童アンケート項目で確認
する。 
 
 
・「考え方の達人を使うことができた
か（話し合いをして自分の考えを深め
たり広げたりできたか）」の児童アンケ
ート項目で確認する。 
 
 

・「根拠を持って考えを持つことがで
きるよう指導したか」の教職員アンケ
ートで確認する。 
 児童ノートで確かめる 
  
・「児童が考えを深めたり、広げたり
することができるよう板書や発問を
工夫している。」の教職員アンケート
で確認する。 
深めの発問、、考え方の達人の共有 

・学習期間が短くな
ったが、根拠を持って
考えを持つ、考えの深
まり広がりは、児童も
教師も意識を持って
取り組めた。 
 
・教員アンケートの
回答で「根拠を持って
考えを持つ指導」につ
いて、Ａ７７％Ｂ２
３％であった。Ｂ→Ａ
にあげるために、ノー
ト例を交流し検証し
てよりよい指導につ
なげていく必要あり。 

指標 
・児童アンケートの割合８０％以上 ・教職員アンケートの割合９０％以

上 
・児童ノートの検証（学期１回） 

結果 

・児童アンケートの結果、肯定的意見
は、根拠を持って考えを持つー８６％、
話しあいの深まり広まりー８４％だっ
た。 

教員アンケートの結果、肯定的意見は
二項目とも１００％だった。 

二
学
期 

・学校の新しい生活様式でグループ交流が減
った中でも、根拠を持って考えを持ち、考え
が深まった肯定的評価が指標をこえた。教師
間の意識状況に差が感じられた。 
 
 
 
・7 月末の学力調査の結果からは根拠（叙述
や資料、算数用語）を持って自分の考えを表
すことに弱さが見られた。 
 
 
・児童質問紙では、「考えを深めたり広げたり
できているか」では、肯定的回答が９３％で
あった。 

・児童においては、金沢型学習
スタイルの取り組みの継続の
成果と考える。教師において
は、「根拠を持って考えを持つ」
指導のノート検証が学期中に
とれず共通理解が出来なかっ
た。 
・条件に合わせて記述する・言
葉や式を使って説明するなど
弱いところを指導してきたが、
定着には差が見られる。 
 
・意図を持って話し合う活動を
意図的に設定した。 

「自分の考えを伝え合います」、「みんなで考えを
深めます」を一学期同様に取り組む。 
・考えの持ち方の例を示す。（結論・根拠・自分の
考え） 

・発問や学習形態の工夫 
・板書の工夫（キーワードや用語を押さえる・使
用する） 

・考え方の達人を共有し、考える視点の意識付け
をし、考えの広まり深まりを実感させる。 

 

方法 

・「根拠を持って考えを持つことがで
きたか」の児童アンケート項目で確認
する。 
 
 
・「考え方の達人を使うことができた
か（話し合いをして自分の考えを深め
たり広げたりできたか）」の児童アンケ
ート項目で確認する。 
 
 

・「根拠を持って考えを持つことがで
きるよう指導したか」の教職員アンケ
ートで確認する。 
 児童ノートで確かめる 
  
・「児童が考えを深めたり、広げたり
することができるよう板書や発問を
工夫している。」の教職員アンケート
で確認する。 
深めの発問、板書の工夫、考え方の達
人の共有 

・二学期にはどの学
年も国語を中心に「根
拠を持って考えを持
つ」指導に取り組ん
だ。 
・深めの発問を設定
し、授業実践に取り組
んだ。また考え方の達
人を共通実践したこ
とを、掲示に可視化し
た。 
・教員アンケートの
Ａ評価の数値が増え
た。 

指標 
・児童アンケートの割合８５％以上 ・教職員アンケートの割合９０％以

上（Ａ評価をあげる） 
・児童ノートの検証（学期１回） 

結果 

・児童アンケートの結果、肯定的意見
は、根拠を持って考えを持つー８８％、
話しあいの深まり広まりー８６％だっ
た。 

教員アンケートの結果、肯定的意見は
二項目とも１００％だった。そのうち
Ａ評価が一学期７７％→二学期８
９％に上がった。 

三
学
期 

・授業では、「根拠を持って考えを持つ」や「み
んなで考えを深める」ことについては、児童・
教師アンケート共に肯定的な意見が増えた。 
 
 
・１２月評価問題の結果では、国・算共に記
述問題の無解答率が下がった。文字制限以外
の条件（資料から部分的に引用する等）に合
うように記述する力が弱い。 

・一学期から継続して取り組ん
だことが、児童と教師で共通実
践となった。 
 
 
・複数の資料から考察して記述
する場面が少なかったり、何を
書くことが求められているか
の理解に差が見られる。 

「自分の考えを伝え合います」、「みんなで考えを
深めます」を一学期同様に取り組む。 
・考えの持ち方の例を示す。（結論・根拠・自分の
考え） 

・発問や学習形態の工夫 
・板書の工夫（キーワードや用語を押さえる・使
用する） 

・考え方の達人を共有し、考える視点の意識付け
をし、考えの広まり深まりを実感させる。 

 

方法 

・「根拠を持って考えを持つことがで
きたか」の児童アンケート項目で確認
する。 
 
 
・「考え方の達人を使うことができた
か（話し合いをして自分の考えを深め
たり広げたりできたか）」の児童アンケ
ート項目で確認する。 
 
 

・「根拠を持って考えを持つことがで
きるよう指導したか」の教職員アンケ
ートで確認する。 
 児童ノートで確かめる 
  
・「児童が考えを深めたり、広げたり
することができるよう板書や発問を
工夫している。」の教職員アンケート
で確認する。 
深めの発問、板書の工夫、考え方の達
人の共有 

 

指標 
・児童アンケートの割合８８％以上 
 
 

・教職員アンケートの割合９０％以
上 
・児童ノートの検証（学期１回） 

結果 

 
 
 
 
 

 

授
業
以
外

で
行
う
取

組 

・家庭学習の取り組みや千坂検定など、基礎
基本の定着に取り組もうとする。活用の問題
には苦手意識を持っている児童は多く、自信
を持って考えを持つことが難しい。 
 
 
 

授業時間や宿題だけでは活用
問題に取り組む時間が取りづ
らい。 
 

・授業内や宿題を中心に活用問題に取り組む 
 算数―活用問題・学力調査問題過去問など 
 国語―言語プリント・活用問題・過去問・ 

条件作文（根拠を元にした条件付きの
作文を原稿用紙またはマスのある用紙
に書かせる。）月１回取り組む 
 

方法 

授業内や宿題で活用問題、条件作文に
取り組む。 

言語プリントや活用問題に取り組み
解説まで行う。条件作文は、目的や条
件、採点基準を学年で確認し、実施す
る。課題を出す→指導→清書まで 

１学期の検証 
朝学習を主とした取
り組み計画だったた
め、取り組めなかった
事が多かった。今後出
来る時間を有効活用
していく。 

指標 
指導・解説・直しで達成８０％ 月ごとに学年会で確認する。 

 

 総括（校長）・学校としての目標を立て、検証結果に基づき、改善の方向性を示す。 
 

役割分担・検証の集約（教務主任等） 
・役割分担とスケジュール管理を行う。 
・検証結果を集約し､結果を共有する｡ 

進捗状況の確認（教頭）・進捗状況に合わせた主任層への適切な指導・助言と校長への報告を行う。 

学力向上策の立案・推進（研究主任） 
・学力向上に係る取組の立案や推進を図る。 

実施・検証（各教員）・共通実践を行う。 



  

結果 

１学期の結果 
朝学習中心の取り組みだったためほぼ
取り組むことが出来なかった。 
 

１学期の結果 
条件作文については取り組みが出来
なかった。 

２学期の検証 
学習部中心に毎月取
り組みを学年会で確
認してきたことで、継
続して取り組むこと
ができた。国語の学習
の書く単元や成果物
の完成と重なり、条件
作文の直しまで徹底
が難しかった。 

２学期の結果 
授業や宿題、朝学習などを利用して取
り組むことが出来た。 
指導・解説・直しで達成８０％ 
 

２学期の結果 
学年会で計画的に話しあい、言語プリ
ントや活用問題・条件作文に取り組む
ことができた。条件作文の清書までは
なかなか取り組むことができなかっ
た。 

 


