
平成２６年度学力向上プラン 日田市立津江小学校
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 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２５年度学力調査結果（１月実施分）：正答率を入力 平成２６年度学力調査（１月実施分）目標値 【授業における取組】
新小４（日田市実施学力調査） 日田市実施学力調査

【家庭学習】
新小５（日田市実施学力調査）

【春休みの課題】

５　平成２６年度学力調査結果
小３（日田市１月実施分）

新小６（日田市実施学力調査）
☆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） ○

○

２　課題

○

小５（日田市１月実施分）
○

【取組指標】 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

○

小６（日田市１月実施分） ○

※ 全学級数→ 7 7 7
○

※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


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２日～６月１３日）　 ※互見授業週間（１１月４日～１１月１４日）　

○机間指導による個別指導の徹底
・全校ドリルタイムを継続して取り組む
・音読，漢字の読み書き，言語事項，
計算の習熟を図る
・発言，発表する場の確保
・上手週間の取り組み
・学力テストをもとにした指導の充実
・週末課題の工夫

・2月後半から1年間の総復習に取り組む。
・ドリルタイムでは、読書、視写、漢字・片
仮名練習、計算などに取り組む。（ドリル
や小テストの活用）
・朝の会で音読（全員・個別）やスピーチの
時間を設定
・放課後の時間を利用して，補充学習や課
題のやり直しを必要に応じて行う

・ドリルタイムで，国語の漢字や言語
事項，算数の計算問題や文章問題に
取り組む
・朝の会で音読やスピーチ（全員・個
別）の時間を設定
・図書館での調べ学習に取り組む
・個人差に応じた課題を作成

・ドリルタイムで，漢字，言語事
項，計算・文章問題に取り組む
・朝の会でスピーチの時間を設定
・図書館での調べ学習に取り組む
（本の冊数，分類を記録）
・帰りの会で速読に取り組む
・個人差に応じた課題を作成

・授業やドリルタイムで個別に指導
・月火：国語，水木金：算数
・発表集会を月２～３回設定
・上手週間を月１回設定
・国語，算数の週末課題を作成

・音読の評価を週１回実施
・漢字,平仮名・片仮名,計算の小テスト
を週１回実施
・やり直しタイムを週１回確保

・漢字・計算の小テストを週2回実施
・音読・スピーチの評価を週１回実施
・図書館を利用した授業を月１回以上実施
・週末課題を工夫し，２種類作成

・漢字・計算の小テストを週１回実施
・スピーチの評価を週１回実施
・図書館を利用した授業を月１回以上実施

・週末課題を３種類作成

全体研究会：成果と課題の確認
　　　　　　　　 次年度の課題・方針の決定
　　　　　　　　 指導案審議
                    提案授業（人権）（第２学年）
 
ブロック研究会：学力向上に向けた
                                          取り組みの策定
　　　　　　　　　　指導案検討
　
生活研修会：生活実態調査
　　　　　　　　 意見交換

　

#DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

平均正答率

本校
理科国語 社会

#DIV/0!

日田市
#DIV/0!

#DIV/0!

聞き上手・話し上手・書き上手な
児童の割合（低・中・高別達成目
標に対して）

理科
本校

#DIV/0!

#DIV/0!

学校図書館を活用した授業実践
回数

☆年間評価　公開授業（　　）回うち「活用型」授業（　　）回

　　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。）

25
#DIV/0!

３学期

日田市全国比

【取組指標（測定可能な数値）】 #DIV/0!
日田市

#DIV/0!#DIV/0!

#DIV/0!本校全国比

１学期

☆評価　互見授業実施回数（　　９　　）

#DIV/0!

２学期

☆評価　互見授業実施回数（　　９　　）

全国

評価

全体研究会：研究主題・組織の決定
　　　　　　　　 研究内容・計画の策定
　　　　　　　　 指導案形式の作成
　　　　　　　　 指導案審議
                    提案授業（大研）（第４学年）
                    提案授業（小研）（第６学年）
　　　　　　　　 「活用型」授業の目的・方法に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ついての研修

ブロック研究会：学力向上に向けた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 取り組みの検討
　　　　　　　　　　指導案検討
　
生活研修会：生活実態調査
　　　　　　　　 意見交換

　

全体研究会：研究主題・組織の修正
　　　　　　　　 研究内容・計画の検討
　　　　　　　　 指導案形式の検討
　　　　　　　　 指導案審議
                    提案授業（大研）（第３学年）
                    提案授業（小研）（第５学年）
　　　　　　　　　提案授業（小研）（第１学年）
　　　　　　　　 「活用型」授業の実践に向けて

ブロック研究会：学力向上に向けた
                                          取り組みの検討
　　　　　　　　　　指導案検討
　
生活研修会：生活実態調査
　　　　　　　　 意見交換

　

平成25～27年度間成果指標
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95 100

50 55
大分県学力定着状況調査で全教
科の平均正答率が目標値を超え
ている児童の割合（小５）

30

7

85

9695

40

90

53

80

「活用型」授業の公開授業実施回
数

20

20

互見授業の回数（年間計画およ
び旬間での公開を含む）

30

#DIV/0!#DIV/0!
授業がわかると感じている児童の
割合（小５）

90
全国学力調査のＢ問題での平均
正答率（小６）

#DIV/0!

94

算数

理科

#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!

社会

全国

#DIV/0!

国語平均正答率 社会 算数

日田市全国比

#DIV/0!本校全国比

理科
115

目標正答率全国比（全国を100と見て）

算数
100

算数

#DIV/0!本校全国比

小３
国語
100

#DIV/0! #DIV/0!日田市全国比

100

125

100

国語
100 100 102

算数

算数
115

社会 算数

算数

社会

小５

国語
100

平均正答率

国語

国語

#DIV/0!

理科

・全校ドリルタイムの設定
・音読，漢字の読み書き，計算
の習熟を図る
・発言，発表する場の確保
・週末課題の工夫

・月曜朝に読書タイムを設定
・朝の会で音読（全員・個別）
の時間を設定
・ドリルや小テストの活用
・放課後の時間を利用して，補
充学習を必要に応じて行う

・朝の会で音読やスピーチ（全
員・個別）の時間を設定
・ドリルや小テストの活用
・図書館での調べ学習に取り組む
・低位の子への支援をきめ細
かく行う

・漢字，言語事項，計算問題
（ドリル，プリント）に取り組む
・図書館での調べ学習に取り
組む（本の冊数，分類を記録）
・帰りの会で速読に取り組む
・週末課題の工夫

・月火：国語，水木金：算数
・発表集会を月２～３回設定

・音読の評価を週１回実施
・漢字・計算の小テストを週１
回実施

・音読・スピーチの評価を週１回実施
・図書館を利用した授業を月１回
以上実施
・漢字・計算の小テストを週１回実施

・漢字・計算の小テストを週１回実施

・図書館利用の授業を月１回以上実施

・速読の評価を週１回実施
・週末課題のとり組み１００％106.3

66.9

・ドリルタイムで，漢字，言語事
項，計算問題に取り組む
・朝の会でスピーチの時間を設定
・図書館での調べ学習に取り組む
（本の冊数，分類を記録）
・帰りの会で速読に取り組む
・週末課題の工夫

・全校ドリルタイムを継続して
取り組む
・音読，漢字の読み書き，言語
事項，計算の習熟を図る
・発言，発表する場の確保
・週末課題の工夫

評価

１
学
期

国語

評価

理科
100

76.8
96.5

社会

小４

理科
110

【具体的な取組】

#DIV/0!

２
学
期

69.1
理科

107.3

本校

日田市

全国

本校

日田市全国比

本校全国比

#DIV/0!

１学期　　学校図書館活用教育の校内推進体制づくり
　　　　　　　・読書，情報センターとしての環境づくり
　　　　　　　・図書館利用方法について
２学期　　学校全体で取り組む読書活動の展開
　　　　　　　・本に親しむ機会づくり
　　　　　　　・継続的な読書活動の工夫
　　　　　　学校図書館を活用した授業の実践
　　　　　　　・国語科を中心とした授業の工夫
３学期　　情報活用能力を高めるための手立ての工夫

66.8

100

【具体的な取組】

65.4
算数

【具体的な取組】

小６

97.3

日田市

評価

60.5

平均正答率

全国

76.6

【取組指標（測定可能な数値）】【取組指標（測定可能な数値）】

71.6
104.7

評価

○

４　学校図書館を活用した授業推進計画

３
学
期 【取組指標（測定可能な数値）】

106.0

国語
・「話し合い内容の聞き取り」では，登場人物の心情や要点や段
落相互の関係に注意して読みとることが課題である。
・「説明文の読みとり」では，段落相互の関係を考え，文章の要
点や主述の関係に注意しながら読むことが課題である。
・「作文」では，決められた長さで，段落の構成を考えた文章を
書くことが課題である。

算数
・「計算のきまり」では，四則が混合した計算の順序や，分配法
則の計算の意味などを理解することが課題である。
・「小数のかけ算」では，３つ以上の数値の相互関係を読みと
り，立式して計算することが課題である。
・「文章問題」では，与えられた資料を読みとり，問いに合わせて
解き，言葉で表すことが課題である。

理科
・「植物の発芽と成長」では，発芽条件や観察カードを書いたり，
必要な情報に目を向けたりすることが課題である。

社会
・「国土と人々のくらし」では，地図と表を関連させ情報を見つけ
たり，推測して理由を考えたりすることが課題である。

【具体的な取組】

全国 69.0

114.5

日田市

【取組指標（測定可能な数値）】

評価

73.5

○評価

国語

112.6

106.1
67.2

71.1

評価 ○

本校全国比

平均正答率

【具体的な取組】
○

【取組指標（測定可能な数値）】

○

【具体的な取組】

【具体的な取組】

【取組指標（測定可能な数値）】

評価 ○評価

・漢字・計算の小テストを週１回実施
・図書館を利用した授業を月１回以上実施

・速読の評価を週１回実施
・週末課題を３種類作成

・月火：国語，水木金：算数
・発表集会を月２～３回設定
・国語，算数の週末課題を作
成

・放課後の補充学習とやり直し
の徹底。
・音読、作文、発表の場面を多
く取り入れ力をつけさせる。
・作文コンクールや発表集会を
目指し、発表する力を全員に
つけさせる。

・ドリルタイムを利用して漢字・
計算平均８０点
・音読の練習を毎日させ、１・２
週に１回テストをする。

・ドリルタイムで，漢字，言語事
項，計算問題に取り組む
・朝の会で音読やスピーチ（全員・
個別）の時間を設定
・図書館での調べ学習に取り組む
・個人差に応じた課題を作成

・漢字・計算の小テストを週１回実施
・音読・スピーチの評価を週１回実施
・図書館を利用した授業を月１回以上実施

・週末課題を工夫し，２種類作成

１１月～１２月（国語科）
　１年　「おはなしどうぶつえん」でガイドになろう （４時間）
　２年　「お話びじゅつかん」を 作ろう  （５時間）
　３年　「読書掲示板」をつくろう （５時間）
　４年　「読書発表会」をしよう （５時間）
　５年　「読書すいせん会」を開こう （４時間）
　６年　「読書座談会」を開こう（４時間）

（２）図書館を活用した授業取組月間

【取組指標（測定可能な数値）】

【具体的な取組】 【具体的な取組】

学校全体の取組
【具体的な取組】【具体的な取組】

○

【取組指標（測定可能な数値）】

評価

１、２年生の取組

（１）言語活動に力点を置いた指導
　　　①多人数の前で自己表現できる子どもを育てる学びの構築＝授業，学校行事，発表集会
　　　②児童生徒の意見の相互交流を図る指導法の工夫・改善＝ペアトーク，グループ学習，｢学び合い｣等
　　　③論理的に思考し，表現するスキルを高めさせる指導＝聞き上手，話し上手，書き上手
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問いに対する何らかの答えを必ず持たせ，書かせる
　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　選択問題でも，選んだ理由を書かせる
　　　④暗唱の推奨＝発達段階を考慮した各学年の暗唱教材
（２）行動への意欲を高めさせる指導
　　　①自ら考え行動する力を育てる学びの構築＝じっくり考える場と時間，きびしさをともなった「自由」な活動
　　　②自尊感情を高めさせ，自己肯定感をもたせる働きかけ＝３つの視点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自己評価･自己受容／関係の中での自己／自己主張･自己決定）
　　　③将来への展望をもたせる学びを支える教材研究，学習指導＝物事の本質をつかむための哲学概念，
　　　　　　　　　　　　　　　　ふるさとに学ぶ，思考方法を鍛える学習場面，思考を支える基礎基本
　　　④異年齢集団のメリットを生かした活動の工夫＝学校行事，特別活動での学年間交流，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　授業の中での学年間交流

  すべての教育活動において，自分の思いを表現したり，人と繋がり体験的に学んだりす
る活動を展開すれば，子どもたちが問題解決に関わっていることを実感でき，自尊感情を
高め，自己肯定感を身につけ，自信をもって主体的な学びをするようになるであろう。

ふるさとに誇りを持ち 進んで関わり 進んで学ぶ子どもを育む指導のあり方を求めて （１）校内研修

☆年間評価：授業実施学級数（　　　）　のべ授業回数（　　　）回　

３、４年生の取組

【取組指標（測定可能な数値）】

【具体的な取組】

【取組指標（測定可能な数値）】

全国

本校
94.8

５、６年生の取組

評価

【取組指標（測定可能な数値）】

○

平均正答率

71.7

84.6

99.7

国語
73.8 82.8

社会 算数

77.4

日田市全国比
日田市

本校

103.8

106.8本校全国比

77.2
101.7

算数
78.7

国語

93.9

日田市全国比

本校 64.8
本校全国比

106.2
日田市 73.3

68.2

77.9
112.7 124.0

69.1

平均正答率

71.3

63.869.1

70.6
97.4

102.2日田市全国比
全国

社会
67.3

76.8


