
Ⅰ．学校改善支援プラン



　平成19年度全国学力・学習状況調査における本市の調査結果の分析を踏まえて、改善を図る具体的
な取組を検討し、「学校改善支援プラン」として本書にまとめました。
�本プランは、本市の調査結果の分析によって明らかになった課題や改善の方向等を基に、「授業づ
くり」「習慣づくり」「環境づくり」の３つのポイントによって構成しています。
�「授業づくり」については、本調査の結果から考えられる改善策等について、学校や教育委員会の
具体的取組例を示しております。また、調査対象となった国語、算数・数学についての指導改善事例
を作成し、改善のポイントを例示しております。
�「習慣づくり」については、読書や家庭学習などの学習習慣と学力との間に相関関係が見られるこ
とや、規則正しい生活リズムの確立や望ましい食習慣の形成が、子どもの豊かな心の成長にとって大
切であることなどから、学校や家庭における取組の具体例を示しております。
�「環境づくり」については、学校における教育活動の改善や指導方法等の工夫改善を充実する意味
から、教育委員会や学校が行う取組の具体例を示しております。
�本調査によって測ることができるのは、学力の特定の一部分ではありますが、本プランを、札幌市
の教育活動の工夫改善を図る上での一つの参考として、活用していただき、子どもたちの学習意欲を
高め、自ら学び、自ら考える力を育成する取組がより一層充実されますことを願っております。

平成20年3月
札幌市検証改善委員会・札幌市教育委員会

学校における取組例

◆学校評価を活用した教育課程の改善
◆個に応じた指導の充実
◆学習意欲を大切にした学習活動の充実
◆校内研修の活性化
◆学習習慣に関する活動の工夫改善

家庭における取組例

◆学習習慣の確立
◆読書に親しむ習慣の確立
◆望ましい生活リズムや食
　習慣の確立

プ
ラ
ン
構
成

プ
ラ
ン
構
成

～指導方法等の工夫改善～

～自ら学習する習慣・生活リズム・望ましい食習慣等～

～教育環境や体制の整備～

３つのポイント３つのポイント

1.学校改善支援プランについて

教育委員会における取組例

◆研究・研修の充実
◆指導資料等の充実
◆教育課程編成への支援
◆学校への人的支援の充実
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point①　授業づくり

point②　習慣づくり

point③　環境づくり

point①　授業づくり

point②　習慣づくり

point③　環境づくり



2.学校における取組例

授業づくり・環境づくり授業づくり・環境づくり授業づくり・環境づくり

調査結果を学校評価に位置付け、検証改善サイクルを確立する取組

学校評価を活用した教育課程の改善

個に応じた指導の充実

　教育活動の充実を図るためには、教育課程の成果や課題を把握し、改善することが重要である。各
学校においては、本調査結果を学校評価の中に位置付け、指標の一つとして活用するなどしながら、
改善策を明らかにすることが求められる。

●改善
�・評価結果に示された改善方策に基づき、教育活動等
　　の改善を行う。

ACTIONACTION

●評価
【自己評価】
�・収集した事例や予め設定した指標を用いて、目標の
　　達成状況や達成に向けた取組の状況を把握・整理し
　　て評価し、評価結果を自己評価書にまとめる。
�　※児童生徒、保護者、地域住民や関係機関職員等へ
　　　のアンケートも活用する。
【学校関係者評価】
�・自己評価結果を踏まえ、保護者その他の学校関係者
　　による評価を実施する。

授業の内容がよく分かるかを問う設問における
肯定的な回答の状況
小学校国語　78.2%（全国比＋0.2ポイント）
小学校算数　72.4%（全国比－4.7ポイント）
中学校国語　63.5%（全国比－1.9ポイント）
中学校数学　64.8%（全国比＋1.2ポイント）

CHECKCHECK

●目標の設定、実行計画の策定
�・調査結果の分析から目標の重点化を図る。
�・目標達成に向けた計画（方法、スケジュー
　　ル等）を策定する。

PLANPLAN

●実践
�・子どもの知・徳・体の成長を目指した教育
　　活動を実施する。
�・教育活動に関する情報・資料を日常的・組
　　織的に収集・整理する。

DODO

【学校評価への生かし方】
・調査結果を基にして、日常の指導等、すぐに改善に取り組むことが必要
　な内容については速やかに改善策を実行する。
・中間評価や年度末評価等の評価指標の一つとして位置付け、年間指導計
　画の見直しや、学校全体での取組などに生かす。

■学校評価の参考資料等
・学校評価ガイドライン（改訂）（平成20年1月
　31日）
・学校評価に係る学校教育法施行規則等の一部を
　改正する省令について（通知）（平成19年11月
　8日）
�※以上、文部科学省
・「札幌市の学校評価」リーフレット及び実践集
　録（札幌市教育委員会）（平成20年3月発行予定）

児童生徒の学力の状況に応じた指導方法の工夫改善

●児童生徒の学力の状況に応じて、ＴＴや少人数指導等の指導方法を工夫する取組
・子どもに「確かな学力」を身に付けさせるためには、繰り返し指導などによってつまずきを克服し
　たり、発展的な学習によって、さらに力を伸ばしていくなど、一人一人に応じたきめ細かな指導を
　充実させていく必要がある。

　指導方法の工夫改善に当たっては、①子どもの個人差（能力や適性）を把握すること、②少人数集団を
弾力的に編成すること、③子どもの学習状況を適切に評価し、指導と評価の一体化を図ることなどに留意
して、きめ細かな指導の充実を図ることが大切である。
�調査結果では、授業の内容がよく分かるかを問う設問
において、理解度が十分でないと感じている児童生徒が
少なからず見られた。子どもがどのような点でつまずい
ているのかを的確に把握するとともに、習熟度別に指導
方法等を工夫するなど、個に応じた取組を進めることが
求められる。
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学力と学習意識の相関関係を踏まえた取組

　全国学力・学習状況調査では、教科（国語、算数・数学）における学力調査と併せて、教科の学習
に対する意識調査も行っている。これらの相関関係を分析し、改善策を明らかにすることが重要である。

●児童生徒の意欲を大切にした指導方法の工夫改善例
【工夫改善のポイント】
�・児童生徒が学習の目標や意義などについて理解する
　　こと。
�・学習に対する児童生徒の興味・関心を喚起すること
　　や自信を高めること。
【工夫改善の方策】
�・学んで身に付けたものを生活や学習に活用する活動
　　などの充実。
�・実生活等との関連を図った指導の充実。
�・観察・実験、体験的な活動などの充実。
�・発達段階に応じたキャリア教育の充実。
�・きめ細かな評価活動の充実。

校内研修の活性化を図る取組

●校内研修の工夫改善例
�・分析によって明らかになった自校における課題や改善の方向を踏まえて、公開授業や教材開発な
　　ど参加型の校内研修を推進する。模擬授業を取り入れた研修や、同一の指導場面を近隣の学校と
　　共同で実践し意見交換する研修、授業公開週間を実施するなど。
�・児童生徒や保護者へのアンケートを活用した授業評価の取組を行うなど。
�・子どもに確かな学力を育成するためには、指導と評価の一体化を図ることが重要である。評価規
　　準の明確化や評価方法等についての研修を充実することも大切である。

学習意欲を大切にした学習活動の充実

Ｑ：授業で学習したことは、将来、社会に出たときに役に立つと思いますか。

【小学校国語】 【中学校国語】

【小学校算数】 【中学校数学】

73.2　

69.3

63.8

51.2

69.0　

68.7

66.7

68.8

65.1

69.0　

68.7

66.7

60.3

79.2

78.7

74.4

68.8

当てはまる　

どちらかといえば、当てはまる

どちらかといえば、当てはまらない

当てはまらない

74.7　

71.9

65.1

54.1
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率
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の
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答
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数
の
正
答
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数
学
の
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答
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30 40 50 60 70 80 30 40 50 60 70 80

　小学校、中学校ともに、
いずれの教科においても、
授業で学習したことが将
来、社会に出たときに役
に立つと思う児童生徒に、
学力調査における正答率
が高い傾向が見られた。

　この他にも、教科（国語、算数）の
勉強について、「好きか」「大切だと
思うか」を問う設問において、上記と
同様、肯定的な回答をする児童生徒の
正答率が高い傾向が見られた。
�教科の学習に対する意欲と学力との
間に相関関係が見られることから、児
童生徒の意欲を引き出すとともに、そ
の意欲が持続するような指導方法の工
夫改善が求められる。
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学習習慣に関する活動の工夫改善

学習習慣に関する調査結果を踏まえた取組

●朝の時間、放課後、休日等における支援
�登校してから朝の会までの時間や放課後の
時間、休日などに子どもが学習内容の習熟を
図ったり、読書したりするよう支援し学習習
慣を身に付けさせる。
�
※学校質問紙では、本市の約５割の小中学校で調査対
　象学年において、「朝の読書」などの一斉読書の取
　組を行っていると回答している。（全国の状況を見
　ると、小学校約９割、中学校約８割の学校で取り組
　んでいる。）

●読書に対する意欲を高める活動の工夫
・読書及び学校図書館等の利用に関する年間
　指導計画の作成と推進
・始業前の読書活動の推進
・学校図書館の一層の活用
・読書週間、子ども読書の
　日、文字・活字文化の日
　等における読書推進の取
　組など

●家庭と連携した学習習慣づくり
�授業に関する宿題のみならず、学校として、
子どもや保護者に対し、家庭学習の意義を説
明するとともに、家庭学
習の方法や、それにかか
わる情報等を積極的に提
供するなど、家庭での学
習習慣づくりを促してい
くことも大切である。

◇実施に当たっての留意事項
・児童生徒に過度の負担がかからないように配慮する。
・児童生徒及び保護者に対して、時間設定の目的、理
　由等を十分に説明する。
・授業内容等と関連させるなど、子どもたちの興味・
　関心が持続するよう工夫する。

【小学校】

0％

A層

B層

C層

D層

20％ 40％ 60％ 80％ 100％

【中学校】

0％

A層

B層

C層

D層

20％ 40％ 60％ 80％ 100％

２時間以上

１時間以上、２時間未満

30分以上、１時間未満

10分以上、30分未満

10分未満

まったくしない

　小学校、中学校ともに、学力調査における正答率が高い児童生徒に、普段から
家や図書館で読書をする習慣が身に付いている傾向が見られた。

Ｑ：家や図書館で、普段、１日にどれくらいの時間、読書をしますか

【
中
学
校
】

0％

A層

B層

C層

D層

１時間以上

20％ 40％ 60％ 80％ 100％

【
小
学
校
】

0％

A層

B層

C層

D層

20％ 40％ 60％ 80％ 100％

30分以上、１時間未満

30分未満

まったくしない

Ｑ：平日、１日当たり、どれくらいの時間、
　　勉強をしますか

　小学校、中学校ともに、学力調査における正答
率が高い児童生徒に、家庭において一定時間学習
に取り組む習慣が身に付いている傾向が見られた。
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習慣づくり習慣づくり習慣づくり

※各データにおける各層については、児童生徒を正答率
　の高い順から整列し、人数比率により25％刻みで４つ
　の層分けを行っている。上位から１番目をＡ層、２番
　目をＢ層、３番目をＣ層、４番目をＤ層と呼称する。

連携強化学　校 家　庭連携強化学　校 家　庭



3.教育委員会における取組例

研究・研修の充実

授業づくり

環境づくり

授業づくり

環境づくり

授業づくり

　調査結果を踏まえ、教育委員会が全国的な状況との関係において自らの教育及び教育施策の成果と課題を把
握し、その改善を図ることが本調査の目的の一つとなっている。
�教育委員会においては、ここに示した改善例を参考にしながら、学校における指導方法等の工夫改善に関す
る支援を行うことが重要である。また、授業時数の保障を含めた教育課程編成への支援や学校図書館の蔵書の
整備などの施設・設備に関する支援、学習ボランティアの充実等の人的支援など、教育環境の充実に努めるこ
とも大切である。

　児童生徒の学力や学習の状況を把握し、指導方法
の工夫改善を図る取組などについて、学校研究委託
事業及び札幌市教育研究推進事業や教育センターの
研修講座等において研究・研修の充実を図る。

指導資料等の充実

　教育委員会の「教育課程編成の手引」などの指導
資料等において、全国学力・学習状況調査の結果及
び課題を踏まえた改善策等を示し、各学校における
指導の充実に資する取組を行う。

※研修会等において、本冊子P18～55の教科の指
　導改善事例を踏まえた指導助言を積極的に行うよ
　うにする。

●指導方法等の工夫改善の在り方について研
　究・研修を推進する。
�・教材の開発
�・指導事例の作成
�・事例研究
�・学力調査等の活用　　　　　　　　など

●改善の具体策を学校に積極的に示す。
�・年間指導計画の改善
�・教科指導方法の改善
�・個に応じた指導の充実
�・時間割等の検討　　　　　　　　　など

教育課程編成への支援

環境づくり

　学校は、教育の内容を児童生徒の心身の発達に応
じ、授業時数との関連において総合的に教育計画を
組織し実行している。教育委員会は、こうした学校
の取組を支援することが重要である。
�今後、学校の授業時数を保障するために学期制や
長期休業期間の在り方について検討することが考え
られる。

学校への人的支援の充実

　教育環境の一つとして人的環境が挙げられる。教
育課程や指導方法等の工夫改善を進めることを基盤
としながら、子どもにとってより一層分かる授業や
楽しい授業となるよう、人材を確保し、活用するこ
とが考えられる。今後、理科支援員等の事業の活用
や学習ボランティアの活用など、人的支援に取り組
むことが望まれる。

●検討において配慮すること
�・指導内容、指導方法等を精選すること
�・年間指導計画の改善を図ること
�・児童生徒の負担への配慮をすること
�・評価活動の充実を図ること
�・行事等の見直しを進めること　　　など

●人的支援充実のポイント
�・教育効果の検討
�・年間指導計画への位置付け
�・組織的な取組の推進　　　　　　　など
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4.家庭における取組例

　質問紙調査結果から、本市の子どもの学習習慣や生活習慣等に関する全体的な傾向が明らかになった。今後、
ここに示した支援プランを踏まえ、子どもが学習習慣や生活習慣を身に付けられるようにする取
組を進めることが求められる。そのためには、本調査結果を踏まえた改善の方向や改善策につい
て、リーフレット等を作成し配布するなどして、家庭に広く啓発していくことも重要である。

学習習慣の確立

習慣づくり習慣づくり習慣づくり

●小中学校ともに約４割の子どもが授業の予習や復習をしている状況が見られた。
●1日当たりの学習時間については、小学校６年生で30分以上学習している子どもの割合が全国より10.3ポイ
　ント少なくなっているが、中学校３年生では、逆に全国より0.5ポイント多くなっている。
●学校での学習を基本としながら、家庭においてその予習や復習を通して、学習への興味・関心　　　　　　
　を高めたり、理解を一層確かなものにすることが今後とも望まれる。

【質問紙調査の結果から】
�・家で授業の予習をしているかを問う設問
�　→肯定的な回答が小学校で4.0ポイント、中学校で7.6ポイント全国を上回る状況である。
�・家で授業の復習をしているかを問う設問
�　→肯定的な回答が小学校で1.2ポイント、中学校で4.7ポイント全国を上回る状況である。
�・1日当たりの学習時間を問う設問
�　→小学校で、30分以上学習していると回答した割合が73.6%（全国83.9%）、中学校で81.7
　　%（全国81.2%）という状況である。

読書に親しむ習慣の確立

●読書習慣の確立については、中央教育審議会の答申（平成20年1月）において、その重要性が示されており、
　本市では、現在、「札幌市子どもの読書活動推進計画」に基づき、子どもの読書活動の充実を図っている。
●家庭で読書に親しむ時間を積極的に設けるなど、今後、保護者の協力を得ながら読書に親しむ習慣を子ども
　に身に付けさせることが望まれる。

望ましい生活リズムや食習慣の確立

●家族と一緒に食事をとることや、朝食をしっかりとることなど、望ましい食習慣の形成と、勉強時間やテレ
　ビを見る時間などのバランスのとれた生活リズムを確立することは、子どもに豊かな心
　をはぐくむ上で大切である。今後、様々な機会を通じて、家庭との連携を図ることが求
　められる。
（参考）毎日、同じくらいの時刻に寝ているかを問う設問では、小中学校ともに約３割の子どもが「全く」
　　　「あまりしていない」と回答している。また、食事中テレビを見ないようにしているかを問う設問
　　　　では、小中学校ともに約８割の子どもが「全く」「あまりしていない」と回答している。

【質問紙調査の結果から】
�・家や図書館で、普段、1日にどれくらいの時間読書しているかを問う設問
�　→全く読書しないと回答した割合が小学校６年生で23.9%、中学校３年生で
　　　41.5%となっており、いずれも全国より多い状況である。（小学校で2.7
　　　ポイント、中学校で3.8ポイント全国より多くなっている。）


