
小６　国語Ａ　全国比
小６　算数Ａ　全国比
小６　国語Ｂ　全国比

平成２９年度学力向上プラン 日田市立　　大明小学校
Ⅰ　児童の課題 Ⅲ　補充学習の取組（目標達成に向けた組織的な学習指導）

学力状況について 学習状況について 重点的取組 取組指標 評価

Ⅱ　授業改善の取組（「授業改善の５点セット」目標達成に向けた組織的な授業改善）

①授業改善
テーマ 考えを伝え合い深める力を育てる授業 Ⅳ　家庭学習の取組（目標達成に向けた組織的な学習指導）

重点的取組 取組指標 評価

○
２
学
期

○大明タイム（昼の帯時間）の時間に、国語・
算数の基礎基本の内容の定着を図る。

○学級担任を中心に週4日、大明タイムで国語・算数
の基礎基本の復習を行い、複数指導で定着を図る。 ○

３
学
期

○大明タイム（昼の帯時間）の時間に、国語・
算数の基礎基本の内容の定着を図る。

○学級担任を中心に週4日、大明タイムで国語・算数
の基礎基本の復習を行い、複数指導で定着を図る。 ○

児
童
の
課
題

○１月日田市実施分学力調査の結果
　・１年生～６年生の１８教科中、１８教科で全国正答率を上回った。
○課題
　・国語：物語文などの読解。考えや主張を分かりやすく伝える力。
　・算数：文章問題。文章や図表の情報を式や言葉で表す力。筋道立てて
考えたり、説明したりする力。
　・社会：資料の読み取り。資料をもとに説明する力。
　・理科：用語の意味と使い方。実験の考察。

○１学年１学級で、１学年２０名前後の人数である。やや固定化さ
れた学級集団の中で、自分の考えを積極的に表現できなかった
り、お互いに深め合う話し合いができにくい。
○学習能力に個人差が大きくあり、個に応じた指導が必要であ
る。

１
学
期

○大明タイム（昼の帯時間）の時間に、国語・
算数の基礎基本の内容の定着を図る。

○学級担任を中心に週4日、大明タイムの時間に国
語・算数の基礎基本の復習を定着するまで行う。

１
学
期

○週末課題で、各教科習熟が図れていない内
容に取り組ませ、定着を図る。

○学級担任や教科担当者が週末に各教科の課題プリ
ントを作成し、学習内容が定着するまで繰り返し行う。 ○②授業改善の

重点

　　　　　○到達点を明確にした1時間完結型授業の推進
　　　　　○児童がお互いの考えを交流し合う討論の場を設定した授業の実施

２
学
期

○週末課題で、各教科習熟が図れていない内
容に取り組ませ、定着を図る。

○学級担任や教科担当者が週末に各教科の課題プリ
ントを作成し、学習内容が定着するまで繰り返し行う。 ○

○週末課題で、各教科習熟が図れていない内
容に取り組ませ、定着を図る。

○学級担任や教科担当者が週末に各教科の課題プリ
ントを作成し、学習内容が定着するまで繰り返し行う。 ○

１
学
期

○自分の考えを伝え合う
場を設定した授業を行う。
○児童のつまずき解消を
図るための指導の場を工
夫する。

○互見授業週間を設定
し、互いの授業について意
見を交流し合い、授業改
善に努める。
○学期中に2回、「授業振
り返りカード」（自己評価）
を記入させる期間を設け
る。

○学期末のアンケート調
査で「授業が楽しい」「授業
がわかる」と答える児童の
割合を９０％以上にする。
○学期に2回実施する児
童による「授業振り返り
カード」の結果において、
肯定的な評価をする児童
の割合を９０％以上にす
る。

○学期末児童アンケートの結果
において「授業が楽しい」
92.3％，「授業が分かる」92.3％
となった。
○児童による授業振り返りカー
ドでは肯定的な評価をする児童
が，すべての項目において90％
を上回り，平均は95.5％となっ
た。
○互見授業週間の計画的な実
施とその方法の検討
○授業振り返りカード期間の実

Ⅴ　家庭・地域との協働の取組

③取組内容 ④取組指標 ⑤検証指標 検証（成果・課題）
３
学
期

重点的取組 取組指標

評
価

１
学
期

○家庭
との
協働

○育友会の取組である「家での過ごし方
チェックシート」を行い、家庭学習の習慣
化やノーメディアタイムの励行を図る。

○学級担任が、実施前に学級通信等で呼び
かけたり、期間中児童への声かけを行ったり
することによって、保護者に改善を啓発する。

２
学
期

○
地域
との
協働

３
学
期

○③取組内容 ④取組指標 ⑤検証指標 検証（成果・課題）

２
学
期

○「めあて」「課題」「まと
め」「振り返り」を明確に
し、自分の考えを伝え合う
場を設定した授業を行う。
○児童のつまずき解消を
図るための指導の場を工
夫する。

○１１月に研究授業および
互見授業週間を設定し、
互いの授業について意見
を交流し合い、授業改善
に努める。
○学期中に2回、「授業振
り返りカード」（自己評価）
を記入させる期間を設け
る○単元末・学期末の複
数指導を週予定に設定す

○学期末のアンケート調査で
「授業が楽しい」「授業がわか
る」と答える児童の割合を９３％
以上にする。
○学期に2回実施する児童によ
る「授業振り返りカード」の結果
において、肯定的な評価をする
児童の割合を90％以上にする。
児童の感想から伝え合う場の設
定や意見交流の在り方を振り返
り、授業改善につなぐ。

○学期末児童アンケートより
「授業が楽しい」・・・８９．４％
「授業が分かる」・・・９０．４％
「自分の考えを伝える」・８８．
４％
1学期より少し下がったので、引
き続き「楽しく分かる授業」の工
夫が必要である。
○授業、大明タイムで、日常的・
重点的に複数指導を行うことが
できた。

※Ⅲ・Ⅳ・Ⅴの重点的取組を取組指標で検証し、その達成度により次のように評価を行う。
　　◎＝１００％以上、○＝８０～９９％、△＝６０～７９％、×＝６０％未満

Ⅵ　平成２９年度の目標及び達成指標・取組指標

１　全国学力・学習状況調査の平均
    正答率　（全国比）

２　全国学力・学習状況調査（質問紙：肯定的回答の割合）

質問事項 目標値 結果
目標値 結果

①教科の授業が好き
国語 90.0% 66.7%

93.4%
100.0 88.7 算数 90.0% 100.0%

102.0 96.3 算数 90.0% 66.7%
102.0 94.1

②教科の授業が分かる
国語 90.0%

98.5 76.3 ③話し合う活動で自分の考えを深め広げる 85.0% 66.7%
④授業で分からないことをそのままにしておかない 85.0% 　　％

③取組内容 ④取組指標 ⑤検証指標 検証（成果・課題）
小６　算数Ｂ　全国比

③学力向上支援教員・習熟度別指導推進教員の公開授業
　に、自校の教員が、２月までに１回以上参加する。

自校で授業観察シートで１１月までに２回以上
授業を観察した教員の割合

100%
公開授業に１回以上参加した教員の割合 100%

②全国学力・学習状況調査の調査問題（Ａ・Ｂ問題）を解い
　て、改善策を見出す校内研修を、全小中学校が７月まで
　に実施する。

④「新大分スタンダード」と自校の【③取組内容】に基づいた
　公開授業を、自校の全教員が１１月までに実践する。

３
学
期

○「めあて」「課題」「まと
め」「振り返り」を明確に
し、自分の考えを伝え合う
場を設定した授業を行う。
○児童のつまずき解消を
図るための指導の場を工
夫する。

○授業研究会や互見授業
での成果を各自の授業実
践に生かし、引き続き授業
改善に努める。
○２月に「授業振り返り
カード」（児童の自己評価）
を記入させる期間を設け
る。

○学期末のアンケート調査で
「授業が楽しい」「授業がわか
る」と答える児童の割合を
92％以上にする。
○「授業振り返りカード」の結
果において、肯定的な評価を
する児童の割合を90％以上
にし、児童の感想から伝え合
う場の設定や意見交流の在
り方を振り返り、授業改善に
つなぐ。

○学期末児童アンケートより
「授業が楽しい」・・・ 89.4  ％
「授業が分かる」・・・90.4   ％
「自分の考えを伝える」…92．9
％
○授業改善に取り組み、話し合
う場の設定も定着してきた。
○児童による「授業振り返りカー
ド」の結果では、肯定的な評価
をする児童の割合は平均で約
94  ％となり、目標を達成できて
いる。

３　取組指標
①「新大分スタンダード」に基づいた「授業観察シート」を活
　用し、１１月までに２回以上授業を観察する。

自校で研修を実施した（実施・未実施） 実施 授業を公開した教員の割合 100%
※互見授業を公開授業と捉えてよい。


