
平成２７年度学力向上プラン（改訂版） 日田市立　大明小学校
学力向上推進計画
１　学力の現状 ３　学力向上に向けた具体的な取組
平成２６年度学力調査結果（１月実施分）：正答率を入力
新小４（日田市実施学力調査）

新小５（日田市実施学力調査）

新小６（日田市実施学力調査）

２　課題

※年度当初に１学期の取組を記述する。
※具体的な対策についての学期ごとの評価は、測定可能な数値や日常の取組を評価して次のように行う。

◎＝100％以上、○＝80～99％、△＝60～79％、×＝60％未満
※学期ごとに評価を行い、次学期の取組・取組指標を設定する。

校内研究推進計画
１　研究主題


　　５　年間計画（※「活用型」授業についての研修・授業実践については必ず記述する。）

２　研究仮説



３　具体的な取組（学力向上の観点から記述する）

※互見授業週間（６月２２日～６月２６日）　

学校全体の取組 １、２年生の取組 ３、４年生の取組 ５、６年生の取組

１
学
期

【具体的な取組】 【具体的な取組】 【具体的な取組】 【具体的な取組】

・週４日の大明タイムの実施。
・理、社で計画的に週末課題を出す。
・考察の場面で、１日１回は自分で考
えた言葉で表現する。

平均正答率 国語 算数 　・大明タイムの時間に、基本的
事項の習熟を図る。
・週末課題の工夫
（４教科で、活用問題の課題も）
・資料から分かること、実験結果
から分かることを考察し、自分で
考えた言葉で表現する。

・大明タイムで言語事項、計算練
習に取り組む。
・聞き方の約束に従って、話す人
の方を見て話を聞く態度を身につ
ける。
・発表の仕方を身につける。

・大明タイムで既習漢字，言語事
項，計算練習に取り組む。
・国語（読解），算数（文章題），社
会，理科の週末課題で基礎の定
着及び活用力の向上を図る。
・資料から分かることを自分なりに
表現する機会を多くつくる。

・大明タイムで前学年の内容も含め
た、既習の漢字、計算練習に取り組
む。
・週末課題で活用問題等を入れてい
く。
・資料から言えること、実験結果から
分かることを条件に合わせて書く。

本校
本校全国比 93.1 104.6

66.1 75.5

日田市全国比 103.5 101.8
日田市 73.4 73.5

全国 71.0 72.2

平均正答率 国語 社会 算数 理科 【取組指標（測定可能な数値）】 【取組指標（測定可能な数値）】 【取組指標（測定可能な数値）】 【取組指標（測定可能な数値）】

本校全国比 114.7 102.7 114.0 104.4
・週４日の大明タイムの実施。
（１年は週１回の実施をめざす）
・授業の中で、全員が１日１回以上発
表できるような場面を設定する。

・週４日の大明タイムの実施
・週末課題を計画的に出す。
・１日１回以上は、自分で考えた言葉
で表現する機会をつくる。

・週4日の大明タイムの実施。
・活用問題等の週末課題を月
1回以上位置づける。

本校 82.8 68.0 78.0 71.7

96.8
全国 72.2 66.2 68.4 68.7

日田市 74.3 68.3 72.8 66.5
日田市全国比 102.9 103.2 106.4

平均正答率 国語 社会 算数 理科 　・大明タイムの時間に、基本的
事項の習熟を図る。
・課題とまとめが結びついた授業
を実施する。
・児童が互いに考えを深め合う問
題解決型の授業を実施する。
・週末課題の工夫（４教科で活用
の内容）

評価 ○

２
学
期

【具体的な取組】 【具体的な取組】 【具体的な取組】 【具体的な取組】
評価 ○ 評価 ○ 評価 ○

本校全国比 101.3 94.1 94.1 101.4
本校 72.8 62.1 64.9 71.0

・大明タイムで言語事項、計算練
習に取り組む。
・相手の話をうなずきながら聞き、
それに対し自分の考えを表現す
る。
・発表の仕方を身につける。
・週末課題で言語事項、計算の習
熟を図る。

・大明タイムで既習漢字，言語事
項，計算練習に取り組む。
・国語（読解），算数（文章題），社
会，理科の週末課題で基礎の定
着及び活用力の向上を図る。
・資料から分かることを自分なりに
表現する機会を多くつくる。

・大明タイムで前学年の内容も含め
た、既習の漢字、計算練習に取り組
む。
・週末課題で活用問題等(長文、応
用・発展問題）を入れていく。
・資料から言えること、実験結果から
分かることを条件に合わせて書く。

日田市全国比 105.6 101.4 100.4 103.7
日田市 75.9 66.9 69.3 72.6

全国 71.9 66.0 69.0 70.0

〈国語〉
・文章内容の正確な読み取り
・条件に合う書き方
・段落相互の関係
〈算数〉
・問題を解くための立式
・重さの単位換算
・自分の考え方の説明
〈理科〉
・植物の成長の順番
・対照実験の方法
・電気の流れと回路
・方位磁針、顕微鏡の使い方
〈社会〉
・資料からの考察
・地形や気候の特色
・農業、水産業の食料生産の課題

・週４日の大明タイムの実施。
・課題とまとめが結びつく1時間完結型の
授業を７０％以上実施する。
・週末課題で既習内容の未定着なところ
や活用内容を考慮して出す。

・週４日の大明タイムの実施。
・週末課題は国・算の１週間の総復習とし
て出す。
・授業の中で、全員が１日１回以上発表で
きるような場面を設定する。

・週４日の大明タイムの実施
・週末課題は、４教科１週間の復習として
出し、活用問題も月１回位置づける。
・1日1回はペアでの意見交流をさせ、自
分の意見を伝えることに慣れさせる。

・週4日の大明タイムの実施。
・活用問題等の週末課題を月
1回以上位置づける。

【取組指標（測定可能な数値）】 【取組指標（測定可能な数値）】 【取組指標（測定可能な数値）】

評価 評価 評価 評価

３
学
期

【具体的な取組】 【具体的な取組】 【具体的な取組】 【具体的な取組】

【取組指標（測定可能な数値）】 【取組指標（測定可能な数値）】 【取組指標（測定可能な数値）】 【取組指標（測定可能な数値）】

評価 評価 評価 評価

　　　　　　　　　　「ふるさとを愛し、生きる力を育てる小中一貫教育の在り方」
～９年間を見据えた特色ある教育課程づくりと、小中教職員の協働指導体制づくりを通して
～

４　学校図書館を活用した授業推進計画
（１）校内研修 １学期

５・６月・・・各学年・教科の一覧表「単元別図書資料リス
ト」を用いて、単元と関連する図書を調べる。。
７・８月・・・図書を活用した授業実施時期を決定する。図
書館司書の先生より、図書館活用に関するアドバイスを
もらう。
１１・１２月・・・各学級で図書を活用した授業の実施。
１・２月・・・授業実施後の成果と課題を考察する。

４～５月
３つの検討部会による計画立案
・小中乗り入れ授業についての話し合い
・１時間の指導過程と板書計画の明確化
・学力・体力テストの結果分析による改善案の検
討
６月
互見授業の実施と授業改善の工夫
7月
ペア学年での「総合的な学習の時間」の研究授
業
・探究的な学習過程の検証
8月
校内研修の実施（人権教育・特別支援教育・図
書館活用について）

子どもたちの学習や生活の場において、９カ年を見通した教育課程の編成と、小中教職員
の協働体制のもとで、以下の３点に着目して指導を行えば、子どもたちは生き生きと学び、
豊かに関わり合う社会性と自立に必要な態度が身につくであろう。
 


（１）教科学習における児童・生徒同士の学び合いの時間の設定と小中教職員による指導
形態の工夫。
（２）小中合同行事や縦割り活動による様々な学年との交流の場の設定。
（３）郷土における体験活動や先哲学習、地域人材の活用。
〈授業において〉
①表現を支える基礎基本知識・技能を定着させる。
②「話す・聞く・話し合う」活動の約束を作成し、定着を図る。
③毎時間、ペア・グループ・全体のどれかの形態による児童同志の交流の時間を位置づ
け、表現力を高める。
④小中教職員の合同授業におけるそれぞれの役割について明らかにし、系統性を意識し
た指導と評価を行う。（算数・理科）
⑤板書を構造化し、児童の思考・判断を助け、学習内容の習得につながるようにする。

（２）図書館を活用した授業計画

・調べ学習や教科内容の発展として、図書室を利用する。
・郷土コーナーの図書を総合的な学習等で利用していく。

☆学校図書館を活用した授業　年間２回以上実施学級数割合（　　％） ☆評価　互見授業実施回数（　　　　回）



４　年度末における目標値 ６　学力補充のための重点的な取組
平成２７年度学力調査（１月実施分）目標値 【授業における取組】
日田市実施学力調査

【家庭学習】

【春休みの課題】

５　平成２７年度学力調査結果
小３（日田市１月実施分）

☆自校における目標値を設定する。
☆記載項目とは別に独自に指標を
　　設定してもよい。
【達成指標】 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

小４（日田市１月実施分）
○ 小５国語　県比　 105
○ 小５算数　県比 105
○ 小６国語Ａ　全国比 100
○ 100
○ 100
○ 95

小５（日田市１月実施分） ○

80
○ （上記以外の学校独自指標）

【取組指標】 市目標値１００％ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

○

小６（日田市１月実施分） ○

※ 全学級数→
○

　　５　年間計画（※「活用型」授業についての研修・授業実践については必ず記述する。）

※互見授業週間（　月　日～　月　日）　 ※互見授業週間（　月　日～　月　日）　

・正答率が低かった内容の再指導を行う。
・学年末の復習の時間を十分に確保する。目標正答率全国比（全国を100と見て）

110 115
小３

国語 算数

算数 理科
95 100 105 100

小４
国語 社会

算数 理科
110 103 110 105

小５
国語 社会

・家庭と連携し、学習環境の見直しを図る。

102102 95 95
小６

国語 社会 算数 理科

・既習内容の基本的事項の復習を行う。
・児童が主体的に音読や読書に取り組む意欲づ
くり。

平成25～27年度間成果指標

平均正答率 国語 算数

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

本校

日田市全国比

日田市
本校全国比

全国

平均正答率 国語 社会 算数 理科
本校

県・全国調査における平均正答率

日田市全国比 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 小６算数Ａ　全国比　

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日田市

本校全国比 #DIV/0!

全国 小６算数Ｂ　全国比

小６国語Ｂ　全国比　

授業がわかると感じている児童の
割合（小５）平均正答率 国語 社会 算数 理科

本校
本校全国比 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日田市
日田市全国比 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

100
平均正答率 国語 社会 算数 理科

Ｂ問題対応授業（国・算）実施学級
数割合（％） 100

全国
学校図書館を活用した授業　年間
２回以上実施学級数割合（％）

本校
本校全国比

日田市全国比 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日田市

全国

（重点的取組） （取組状況）
家庭や地域とと連携し、基本的生活習慣を確立
（取組指標）
各月1回「家庭生活チェック」活動を家庭や地域
と連携して実施し、毎月担任がチェックして指導
の参考にする。

（今後の具体的取組）

家庭・地域との協働（８月） 家庭・地域との協働（２月）

〈家庭との協働〉望ましい生活習慣の育成 〈家庭との協働〉

２学期 ３学期
9月
1学期の評価分析を受けた年間プランの見直し
10月
人権授業についての研究授業
・小学部、中学部とも共通教材等を利用した子ど
もたちの心に届く人権授業のあり方について研
修する。
11月
教科の研究授業
・小学部、中学部それぞれの学習内容の系統性
から、効果的な指導のあり方を研修する。
・活用型授業での互見授業の実施
12月
2学期の評価分析

１～2月
学力の達成状況や課題の分析

3月
来年度の方向性の確認と来年度のプラン作成

☆評価　互見授業実施回数（　　　　回） ☆評価　互見授業実施回数（　　　　回）
☆年間評価　Ｂ問題対応授業（国・算）実施学級数割合（　　％）


