
（様式１） 

令和４年度 学力向上を図るための全体計画 

学校名 墨田区立梅若小学校 

校長名 安藤 芳典 

１ 本校の学力に関する状況 

（１）墨田区学習状況調査結果から 

成  果 課  題 

・2，3 年生の国語、算数ともに全国平均を上回

ることができた。1，2 年時の基礎学習の徹底

が成果として現れた。 

・3 年生は国語、算数ともに昨年度比で 1～2 ポ

イント向上している。特に算数では、区平均と

比較しても 2～3ポイント上回っている。 

・5年生の国語、算数、理科では横ばい傾向にあ

る。 

・6 年生の理科では 1.2 ポイント向上している

が、全国平均からは大きく離れている。 

・昨年度と比較した正答率では、5年生の国語で 

1 ポイントほど向上した。社会科では、5，6 年

生において 3～6ポイント向上している。 

・同一集団の経年変化では、3年生が国語、算数

共に昨年度を上回った。 

・目標値においては、2，3 年生が国語、算数に

おいて全観点で上回ったか目標値と同等であ

った。 

 

 

 

 

 

・全体的な傾向として、学年進行に合わせて数

値の低下が各教科で見られる。4～6 年生の全

教科において全国平均を下回った。 

・昨年度と比較した正答率では、4～6 年生の算

数において5～9ポイントそれぞれ低下してい

る。 

・4年生では、国語、算数において昨年度と比較

して 7～8ポイント低下し、全ての観点で目標

値を下回った。算数の正答率は昨年度を上回

り、目標値と同等ではあり、知識理解面で成果

が出ている。しかしながら思考判断と主体的

に取り組む姿勢の観点で、低下傾向と目標値

を下回る結果であった。理科では、全正答率は

目標値と同等であったが、思考判断表現の観

点で大きく下回っている。 

・5年生では、国語において昨年度の校内比と目

標値との比較で同等もしくはやや向上した。

しかしながら、他の算数、社会、理科において

は10ポイント以上目標値とかけ離れている観

点もあり、深刻である。 

・6年生では、社会科と理科において昨年度比で

の向上が見られる。しかしながらいずれも目

標値とは 1～6ポイント下回っている。国語の

思考判断と主体的に取り組む姿勢の観点は大

きく落ち込み、目標値と 10ポイントほど下回

っており深刻な状況である。 

・同位置集団の経年変化では、総じて 4，6年生

の低下が大きい。5年生では、社会科以外が横

ばい傾向である。 

・Ｓ－Ｐ表を分析すると 2 年生国語では、漢字

の読み書きでのつまずきが見られる。また資

料を基に読み取る問題が課題である。 



 

算数では、一桁の足し算でつまずいている

児童や数の数え方など数列でつまずきが見ら

れる。何番目や図形も 20％程度の児童が理解

していない。 

・3年生の国語では、漢字の書き取りで半数近く

が誤答するなど言葉の習得と活用に大きな課

題があることが分かった。また、文章の前後関

係を把握することに正答したのは 3 割程度で

あった。 

算数では、2桁の加減算など最低限の基礎で

誤答している児童が 15％ほど見られる。また、

時間と時刻の捉え方が未定着も 17％ほど見ら

れる。 

・4年生の国語では、漢字の読み書きや言葉の使

い方、ローマ字など基礎基本の定着に大きな

課題がある。これは D～B層まで見られる傾向

であり、ここを克服することで大きな改善が

図れると考える。 

  社会科では、グラフや表から捉えられる傾

向や状況について発見したり理解したりする

ことが大きな課題であり、半数近くが誤答し

ている。長文を読み取ったり、文章のわずかな

違いに気づくことができない。地図記号やピ

クトグラムを読み取ることにも課題がある。 

  算数では、図形の作図やグラフの読み取り、

時間の換算、円の知識など基礎的な知識理解

面が十分定着していない。 

  理科では、実験方法を考えたり実験から検

証したりすることに課題があり、指示待ちの

学習が主体的な思考につながっていないこと

が分かった。また、未解答がとても多い。 

・5年生の国語では、漢字の読み書きや言葉の理

解が不十分である割合が 1/3 を占める。長文

の読解においては、選択肢のわずかな違いに

気づかず、誤答している傾向がある。消去法を

教えたい。作文については一方的に書いてし

まう傾向があり、条件を十分考慮していない。

さらに、全般的に未解答が多い。 

  社会科では、図や地図から得られる情報を



 

正確に把握することができない児童が 25％ほ

どいる。また、グラフを読み取ったり比較した

りすることにも 23％が誤答もしくは未解答で

ある。体験や学習したことがない問題では、理

由や様子を想像することができないため、誤

答率が高い。 

  算数では、3桁のわり算や少数の加減算など

基礎的技能の未定着が 18％～50％ほどに至っ

ている。また、数列の設問に 2 数の関係を理

解できない児童が多い。総じて基礎基本が定

着しておらず、大きな課題である。これは、九

九に始まる低学年からの知識技能が定着せず

に来たことによる。 

  理科では、動植物の生態の基礎問題におい

ても半数近くが誤答している状況がある。月

の動きと満ち欠けについても半数が理解して

いない。総じて観察や実験結果を知識や理解

として定着していないことが分かる。 

・6年生の国語では、漢字の読み書きで 40～50％

の誤答が見られる。また、長文の読解問題で

は、読み取りや指示語の判別に大きな課題が

見られた。全般的に未解答が多く見られる。 

  社会科では、状況をまとめて作文する問題

でなど、様々な資料から判断することに課題

が見られる。また、基礎的な用語の定着が課題

である。グラフの比較や変化から社会的な事

象を読み取ることに課題がある。この教科で

も未解答が多く見られる。 

  算数では、小数や公倍数などの知識、小数の

乗除計算などの基礎基本問題での誤答が 30％

程度見られる。この教科でも未回答が多く見

られその割合は 15％にも及ぶ。特に理由を作

文する設問では、52％が未解答であった。 

  理科では、理科用語や名称など基礎的知識

の定着が課題である。実験や観察から得られ

た情報を抽象化してまとめる力が不十分であ

る。また、選択問題の文章の違いに気づくこと

ができず、誤答が多い。 

  英語では、単語の発音や綴りなど基礎知識



 

が定着していない。リスニングでは場所に説

明など複雑化すると迷いが生じている。 

・学年別教科別の評定を昨年度と比較した。4年

生国語では、D層が 45％と 10ポイント増加し

た。C層は 8ポイント増加した。算数でも同様

で、B,C 層が 10 ポイントほど減少し、D 層が

10 ポイントほど増加した。は大きな変化はな

く、B,C層共に若干向上した。 

  5年生国語では、昨年比の変化はほとんどな

いが、A層が 6ポイント減少した。算数では、

各層での減少が見られ、D,E 層は、12 ポイン

トも増加した。 

  6 年生の国語では、A,B,C 層共に 10 ポイン

トほど減少し、D 層が 10ポイント以上増加し

た。算数でも同様に B 層が 30 ポイント減少

し、D層が 30ポイント近く増加している。 

 

〇これらの分析から、どの学年も多くの教科で

中間層の数値が低下し、低位層へと移った様

子が分かる。また、各教科の知識や理解、技能

面での定着が十分されておらず、次の学年へ

と継承してしまっていることが大きな原因と

判断する。B,C層の低下防止と再向上を図るこ

とで数値低下を食い止めたい。 

 

 

（２）意識調査結果から 

成  果 課  題 

・学習意欲測定尺度の集計･判定結果から 

 6 年生では 5 観点全てで区平均を上回ってお

り、内発的動機付けや他者受容は特に高い。個

別に見ても学習意欲は高い傾向があるが、学

習調査結果とは結びついていない。 

 

 

 

 

 

・自己肯定感は、どの学年においても比較的高

・学習意欲測定尺度の集計･判定結果から 

 5年生では、他者受容の観点が区平均より高い

が、他の観点では下回っている。課題として内

発的動機付けや自己効力感が低く、学力との

関係がはっきりした。 

 4 年生でも 5 年生とほぼ同様の傾向が見られ

る。児童の意欲を高め、学習のできる喜びや分

かる楽しさを味わわせる取組が大切であるこ

とが分かった。 

・高学年では、携帯電話やスマートフォン等での

SNS(LINE を含む)利用が頻繁なことと学力の



 

い。２，３年生では、90％以上が高いグループ

に属する。また、学力との相関関係は良好であ

る。 

これは梅若小学校の特徴でもある。 

 

 

不振に一定の関係性が見られた。 

・全学年において平日の就寝時刻と学力には一

定の関係が見られた。高学年では一部に受験

のため深夜まで学習しているものがいる。 

・生活・学習習慣と学力との相関関係では、分布

傾向が一定しておらず、どの学年においても

30％程度改善の必要のある児童がいる。しか

しながら、学力との相関は薄く、学力が高くて

も生活・学習習慣に改善の必要な児童もしく

は,学力に課題があっても生活・学習習慣は良

好という児童がいる。 

 これも梅若小学校の特徴でもある。 

 

（３）墨田区学習状況調査や意識調査以外から明らかになっている学習に関する状況 

成  果 課  題 

・全教員が学力向上の必要性を認識し、それぞ

れの工夫をもって取り組む士気が高まった。 

・全校を上げて梅若メソッドに取り組み、日常

的なルーチンワークとして定着した。 

・専科も含め、全教員が各教科において課題解

決指導に取り組み、指導法のスキルを上げた

と共に、授業力が大きく向上した。算数ではほ

ぼ全ての単元と時間で課題解決指導を行うこ

とができるようになった。国語や理科での課

題解決指導法もそれぞれが挑戦し、相談や疑

問点を校長にレクチャーを求める体制ができ

ている。 

・若手授業研究会が機能し、相互に授業研究を

行う土壌が定着した。切磋琢磨して授業力を

向上させようと意欲的である。 

・九九道場や筆算道場に児童が主体的に参加す

るようになり、児童の学習に対する姿勢が向

上している。 

 

・課題解決型の授業をさらに定着させ、教員の

授業力向上を図る。 

・梅若メソッドを長期間にわたって取り組んで

きたが、成果を上げた取組、成果を上げつつあ

る取組の他に、一向に成果の上がらない取組

が見られているので、削除、更新、変更が必要

である。 

・つまずいている児童や、理解や技能が定着し

ていない児童に対する支援が行き詰まってい

る。2～3 学年前の学習事項の定着が図れてい

ないため、一斉学習では単元進行の関係から

十分フォローできていない。 

・怠学傾向や離席、離脱が見られる児童が学習

に対して厭学傾向にあり、家庭でも同様な傾

向を示している。 

・各教科とも練習問題の時間がまだ少ない。理

科、社会科での練習問題を増加させる。 

・家庭学習では、徹底的な復習反復練習が必要

である。宿題の提出率が低いため、出題数を制

限する配慮をしていたが、今後は出題数を増や

し、個別の配慮に移す。 

・社会科、理科では用語や知識の定着が不十分

である。補うための練習問題や反復学習を今以

上に増やす。 



 

・数学的アルゴリズムの不徹底のため、繰り下

がりの引き算や九九、割り算の徹底ができてい

ない。また、10進位取り法を定着させるための

指導が十分ではない。 

 

２ 本年度の学力向上に関する主な取組 

 

 

時期 取り組み 

6月  

7月 夏休み前ふりかえり期間① 

夏休み補習教室 

8月 夏休み補習教室 

9月 前期末ふりかえり② 

10月 前期末ふりかえり② 

11月  

12月 冬休み前ふりかえり期間③ 

1月 学習効果測定(算数) 

学年末ふりかえり強化期間④ 

2月  

4月 区学力状況調査類似問題の取組 

6月 区学力状況調査類似問題の取組 

 

学力向上委員会を校長、副校長、主幹教諭２名、研究主任、学力向上担当教諭を構成員とする。今年

度から学力向上新３年計画を作成し、中長期的に取り組む。 

児童の学習像の目標として 

R4年度 基礎基本の徹底 自学級の課題と欠点を克服する。 

「復習＋授業＋練習」の 1時間の授業の流れと家庭学習の習慣化。予習の定着。 

A,B層、C層、D,E層それぞれをターゲットとした学習メソッドの設定。D層上位の C層へ 

の底上げ、全体の 40％未満にする。全学年正答率前年度比 3％向上。 

R5年度 1時間の授業の流れの定着と基礎基本の確実な定着を図る。 

授業力を向上させ、教師と児童の双方が課題解決学習を日常化させる。 

D層上位の C層への底上げ、全体の 30％台以下にする。全学年正答率 3％向上。 

 R6年度 国語、算数の全国平均水準への引き上げ。課題解決学習による児童自ら学習課題を設定と、

積み重ねた力を生かして友達と話し合いながら自ら解決できる力の定着。 

D層上位の C層への底上げ、全体の 20％台にする。全学年正答率前年度比 3％向上。 
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１． 朝学習の設定  

月曜日 1～3年生 全校朝会 4～6年生 全校朝会 

火曜日 1～3年生 国語 4～6年生 社会科、理科 

水曜日 1～3年生 算数 4～6年生 漢字 

木曜日 1～3年生 読み聞かせ 4～6年生 読み聞かせ 

金曜日 1～3年生 マルグシステム 4～6年生 国語長文読解(過去問) 

土曜授業 1～3年生 算数 4～6年生 算数 

２． 復習と練習の徹底で、学習事項の確実な定着を図る。「復習＋授業＋練習」の 1時間の授業形式 

＜学校の指導と家庭学習を組み合わせた指導の流れ例＞ 

３．  

４．  

５．  

６．  

７．  

８．  
 

 

３． 昼学習 月、水、金曜日 

1～3年生 100ます計算の実施方法を改善する。速達度重視から正答数重視へ。数の暗黙知 

  計算時間は 2分 30秒以内とし、答え合わせや記録等を含めて 5分程度で終了する。 

  4～6年生 月曜日 100ます計算 火曜日 漢字学習 金曜日 算数(基礎基本) 

４．教育研究所データベース活用の練習問題実施の徹底(理科、社会)   

５．ふりかえり期間 ７月、9～10 月、12 月、１月～３月（授業後の練習問題や朝学習、宿題）では、

学習進度に合わせて、振り返りシートだけでなく、市販プリント等も柔軟に活用する。 

６．類似問題の取組 毎週 2回以上朝、昼学習や家庭学習で行う。ページを細分化して短時間実施。 

７．漢字の一気学習と反復練習の常時化。 

８．読解力強化のため、国語長文読解を行う。(朝学習金曜日)過去問等に取り組む。 

９．未習熟者対象の九九道場と筆算道場の設置(毎日休み時間) 

10．理科 毎単元総復習の徹底、練習問題の徹底、朝学習での実施 

 

（２）梅若学習メソッド 

間違えた問題は必ず説明

し、もう一度取り組ませる。 



 

11．ターゲット学習 梅若塾（AB,C 層の上位）プラムスクール（C 層）放課後学習（D,E 層）月、水曜日の週 2 回

は、個別回答型から教授型へと運営の工夫改善を行う。  

12．3，4年生の算数指導を 4展開とする。（D,E層を対象に管理職が行う。） 

13．年度内学習効果の効果測定を行う。(算数 1月)  

 

 

 

１．梅若スタイルの設定 授業方法のモデル化の定着(下記)  

２．校長による課題解決学習方法研修会(各学級 1回以上)年間 20回以上、 

各教科別の学習過程を明らかにし、実践する。 

３． 児童による課題の自己採点力の向上。進む児童の次課題の提供と遅れている児童への個別指導。 

４．若手授業検討会(17人×3回 時間外 OFF JT、自由参加) 

５．つまずきの解説を重要視し、その後の再学習によって確実に定着させる。 

６．エピソード記憶の重視 NHK for school などを活用し、教え込みにならない指導。 

７．学力調査の次年度問題を日常的に参考にして、つまずき傾向に対する徹底的な補充をする。 

８．振り返りシート以外にデータベースを活用し、社会科と理科の定着を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 学力向上のための梅若小学校の共通認識 

 

 

 

 

 

 

梅若学習スタイル 

各学級が統一した学習方法を行うことで、児童に課題解決学習方法が身につく。(教室掲示) 

１．復習をする。 

２．今日の問題を知る。見通しをもつ 

３．学習課題を立てる。(青囲み、青字) 

４．自分で考える。 

５．友達と考える。 

６．まとめる。(赤囲み、赤字) 

７．練習問題を解く。 

（４）課題解決学習指導)方法の定着 

（各学年修了時までに必ず身に付けさせておきたいこと） 

１年生 10の合成 繰り上がり下がりの加減算     ２年生 かけ算九九 

３年生 わり算 ローマ字              ４年生 47都道府県 

５年生 小数四則計算                ６年生 分数四則計算 

（３）梅若授業改善メソッド 



 

 

３ 「令和５年度 墨田区学習状況調査」における目標 

（１）目標 

 

 

 

 

 

・各学年各教科とも D層の割合を 3ポイント減らす。B層の割合を 3ポイント増加させる。 

・各学年各教科とも平均正答率の 3％以上向上 

・各教科の基礎分野の平均正答率を全国平均に近づける。 

・児童アンケートによって授業が楽しいと答える児童を 80％以上にする。算数の授業が分かると答

える児童を 85％以上とする。(1月まで) 

・同一集団の成長過程において、全学年が令和 4年度比で向上させる。 


