
平成２７年度学力向上プラン（改訂版） 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２６年度学力調査結果（１月実施分）：正答率を入力 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】
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２７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）
○ 小５国語　県比　 115
○ 小５算数　県比 115
○ 小６国語Ａ　全国比 115

２　課題 ○ 115
○ 100
○ 100

小５（日田市１月実施分） ○

○

【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→ 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


　　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）

☆年間評価　Ｂ問題対応授業（国・算）実施学級数割合（　　％）

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

74.3

66.9

101.8

国語
74.1 66.3

社会 算数

72.2

日田市全国比
日田市

本校

102.9

102.6本校全国比

73.5
93.2

算数
67.3

評価

１、２年生の取組

72.8

68.4

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。

１
学
期

105.6日田市全国比
全国

社会
78.6

日田市
本校全国比

平均正答率

100.2 97.8

【取組指標（測定可能な数値）】

【具体的な取組】 【具体的な取組】

日田市全国比

本校 77.1
本校全国比

（１）「わかる授業」をめざした一時間の学習の流れ「しじはすみ」の確立
　・算数や数学だけでなく，他教科への広がり
　・児童生徒が見通しを持って学習に取り組むための単元ごとのシラバス作成
　・児童生徒が主体的に学ぼうとする意欲を引き出すための児童生徒司会
　・意見交流を図るペアトーク，グループ学習・「学び合い」の積極的な取り組みと方法の確立
　・自己肯定感を育むための評価（自己評価，相互評価）の仕方の見直し
（２）自己表現の力を育てる言語活動の重視
　・小学校…「聞き上手，話し上手」の育成…「発表集会」の継続と充実
　・中学校…自己表現の場の設定…「人権集会」「文化祭」「生徒総会」
　・学校行事，特別活動での異学年間交流の実施
（３）基礎学力の定着とわかる喜びを生むための家庭学習の取り組み（育友会と連携して）
　・家庭と連携した家庭学習３つのルールの定着
　・見通しを持って家庭学習に取り組むための生活予定表の実践
　・小中連携した強化週間の取り組み

　子どもたちの学習や生活の場において，９年間を見通し小中教職員の協働体制のもと
で，自分の思いを表現したり，人とつながり体験的に学んだりする活動を仕組めば，すべ
ての子どもが自己肯定感を高め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
 　　　 ～自己肯定感を育むための９年間を見通した指導計画の工夫～ （１）校内研修

☆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（　　％）

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
110.3

全国 71.0

平均正答率 国語

108.6

３
学
期 【取組指標（測定可能な数値）】

103.2

学校全体の取組

103.5
日田市 73.4

66.2

国語

106.4

100.4
69.0

72.2

69.3

66.071.9

75.9
109.3

68.3

66.9

72.8

101.4

【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

【取組指標（測定可能な数値）】

評価評価評価

【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）】

評価

１，「しじはすみ」の授業率８０％
２，国・算の週末課題を２パターンもしくは
個に応じて取り組ませる。
３，親子で生活時間表を立てさせ，強化週
間（学期２回）を設定する。

１，「しじはすみ」の授業率８０％
２，週2回程度，国・算の家庭学習を2パ
ターンにして取り組ませる。
３，親子で生活時間表を立てさせ，強化週
間（学期２回）を設定する。

１，「しじはすみ」の授業率９０％
２，国・社・算・理の週末課題を2パターン
にして取り組ませる。
３，親子で生活時間表を立てさせ，強化週
間（学期２回）を設定する。

109

【具体的な取組】

74.1
算数

【具体的な取組】

小６

107.4

日田市

平均正答率

全国

65.9

【取組指標（測定可能な数値）】【取組指標（測定可能な数値）】

70.0

○

国語

#DIV/0!

①学習規律を身に付けさせるとともに，課
題や発問を工夫し，「しじはすみ」の学習
過程の定着を図る。
②学習定着度に応じた家庭学習を準備
し，それを確実にやり遂げさせる。
③家庭学習の「３つのルール」について子
どもたちにも伝え，育友会や通信で保護者
にも呼びかけたりする。

①学習規律を身に付けさせるとともに，課
題や話合わせ方を工夫し，「しじはすみ」
の学習の流れの定着させる。
②授業中の定着度から家庭学習の量や
質を変えながら，確実にやり遂げさせる。
③家庭学習の「３つのルール」を意識した
生活計画表を作らせ，計画的に取り組ま
せる。

１，「しじはすみ」の学習の流れを推進し，
「みっちり」の時間を５分以上とる。
２，２パターンの家庭学習に取り組ませる。
３，生活時間表を親子で立て，中学校と連
携して強化週間を実施する。

理科
100

72.6
108.0

社会

小４

理科
103

【具体的な取組】

#DIV/0!

２
学
期

75.6
理科

103.7

本校

日田市

全国

本校

日田市全国比

本校全国比

#DIV/0!

社会

小５

国語
110

平均正答率

国語

国語

#DIV/0!

理科

96.8
68.7

95.9
66.5

評価

①わかる授業を工夫する。
②個に応じた家庭学習に取り組ませる。

③家庭学習の「３つのルール」を保護
者や児童に呼びかけ生活時間を確立
させる。

①学習規律を身に付けさせるととも
に，「しじはすみ」の流れに沿って授業
を行い，定着を図る。
②学習定着度に応じた家庭学習を準
備し，それを確実にやり遂げさせる。
③家庭学習の「３つのルール」につい
て家庭と連携したり，児童に振り返ら
せたりしながら定着を図る。

①学習規律を身に付けさせるととも
に，「しじはすみ」が定着するように，
学習過程を工夫する。
②学習定着度に応じた家庭学習を準
備し，それを確実にやり遂げさせる。
③家庭学習の「３つのルール」につい
て子どもたちにも伝え，育友会や通信
で保護者にも呼びかけたりする。

①学習規律を身に付けさせるととも
に，「しじはすみ」を基本にした学習の
流れの定着させる。
②授業中の定着度から家庭学習の量
や質を変える。
③家庭学習の「３つのルール」につい
て育友会や通信で保護者に呼びかけ
たり，生活計画表を作らせる。

１，「しじはすみ」の学習の流れを確立し，
「みっちり」の時間を５分以上とる。
２，２パターンの家庭学習に取り組ませる。
３，１週間（平日・休日）の生活時間表を親
子で立てさせる。

１，「しじはすみ」の授業率７０％
２，国・算の週末課題を２パターンにして取
り組ませる。
３，親子で生活時間表を立てさせ，強化週
間（学期２回）を設定する。

１，「しじはすみ」の授業率７０％
２，週2回程度，国・算の家庭学習を2パ
ターンにして取り組ませる。
３，親子で生活時間表を立てさせ，強化週
間（学期２回）を設定する。

１，「しじはすみ」の授業率８０％
２，国・社・算・理の週末課題を2パターン
にして取り組ませる。
３，親子で生活時間表を立てさせ，強化週
間（学期２回）を設定する。

①わかる授業を工夫する。
②個に応じた家庭学習に取り組ませる。

③家庭学習の「３つのルール」を保護
者や児童に呼びかけ，生活時間を確
立させる。

①学習規律を身に付けさせ，「しじはすみ」
の流れで「みっちり」の時間を確保し，特に
低位の子の定着を図る。
②学習定着度に応じた家庭学習を準備
し，それを確実にやり遂げさせる。
③家庭学習の「３つのルール」について家
庭と連携したり，児童に振り返らせたりし
ながら定着を図る。
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国語
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社会 算数

算数

社会

理科

日田市

理科
100

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
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社会 算数

日田市全国比

#DIV/0!本校全国比

本校

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

平成25～27年度間成果指標

100

100

Ｂ問題対応授業（国・算）実施学級
数割合（％）

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（％）

#DIV/0!#DIV/0!

理科

#DIV/0!#DIV/0!

小６算数Ａ　全国比　
小６算数Ｂ　全国比

小６国語Ｂ　全国比　

県・全国調査における平均正答率

#DIV/0!

１学期

☆評価　互見授業実施回数（　１０　回）

#DIV/0!

２学期

☆評価　互見授業実施回数（　　　　回）

全国

評価 家庭・地域との協働（８月）

〈家庭との協働〉　宿題提出率９０％以上にする。

３学期

☆評価　互見授業実施回数（　　　　回）

授業がわかると感じている児童の
割合（小５）

日田市全国比

【取組指標（測定可能な数値）】
日田市

#DIV/0!

【具体的な取組】
国語平均正答率

（重点的取組）　家庭学習の「３つのルール」を保
護者や児童に呼びかけ時間を確立させる。
（取組指標）
　１週間（平日・休日）の生活時間表を親子で立
てさせ，中学校と連携して定期考査に合わせて，
強化週間を実施する。

理科国語 社会

本校全国比 #DIV/0!

算数平均正答率

#DIV/0!#DIV/0!

#DIV/0!#DIV/0!

#DIV/0!
30

（今後の具体的取組）

互見授業の回数（年間計画および旬
間での公開を含む）

#DIV/0!

家庭・地域との協働（２月）

〈家庭との協働〉
（取組状況）

#DIV/0!

94 95 96

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） 80 85 90

全体研究会：研究主題・組織の決定
　　　　　　　　 研究内容・計画の策定
　　　　　　　　「わかる授業」をめざした取組みの
　　　　　　　　　見直し
　　　　　　　　 「活用型」授業の目的・方法に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ついての研修
　　　　　　　　 指導案審議
                  提案授業（小研）（第５学年）５月
　　　　　　　　 提案授業（大研）（第３学年）６月
                  提案授業（小研）（第４学年）７月
　
ブロック研究会：学力向上に向けた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 取り組みの検討
　
生活研修会：生活実態調査
　　　　　　　　 意見交換

全体研究会：研究主題・ 研究内容の確立
　　　　　　　　「わかる授業」をめざした取組みの
　　　　　　　　確立
　　　　　　　　 「活用型」授業の実践に向けての
　　　　　　　　研修
　　　　　　　　指導案審議
へき地教育研究発表会（１０月）
                    提案授業（第１学年）
                    提案授業（第６学年）
　
ブロック研究会：学力向上に向けた
                                    取り組みの見直し
　
生活研修会：生活実態調査
　　　　　　　　 意見交換

　

全体研究会：成果と課題の確認
　　　　　　　　 次年度の方針の決定
　　　　　　　　 「活用型」授業についての成果と
　　　　　　　　　課題
　　　　　　　　 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
                                 取り組みの成果と課題
　
生活研修会：生活実態調査
　　　　　　　　 意見交換

　

※互見授業週間（５月２７日～７月１日）　 ※互見授業週間（１１月２日～１１月３０日）　 ※互見授業週間（    月   日～    月    日）　

本校

全国

#DIV/0!

【１学期】　国語科の言語活動（読書活動）とつないだ学習
【２学期】　国語科の言語活動（書く活動）とつないだ学習
【３学期】　国語科の言語活動（話す活動）とつないだ学習

※その他，社会科・理科・生活科・総合の時間等の調べ学習や
まとめ学習で図書館を活用する
 
 

（２）図書館を活用した授業計画

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，活用授業についての年間計画作り
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図書館活用授業の工夫
３学期　　図書館活用についての成果と課題について検討

評価

４　学校図書館を活用した授業推進計画

評価


