
公開授業に１回以上参加した教員の割合

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

99.2 算数 82%

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。

③学力向上支援教員・習熟度別指導推進教員の公開
　授業や学びに向かう学校づくり中核校の公開授業に、
　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%

63%

②全国学力・学習状況調査の調査問題（Ｂ問題）を解いて、
　改善策を見出す研修を、全小中学校が１０月まで実施す
　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。

100%

90%
小６　国語Ｂ　全国比 102.0 94.2 ③話し合う活動で自分の考えを深め広げる

④授業で分からないことをそのままにしておかない
68% 58%
55% 94%小６　算数Ｂ　全国比 100.0 91.9

②教科の授業が分かる
国語 83% 78%小６　国語Ａ　全国比 101.0 95.3

小６　算数Ａ　全国比 100.0

評
価

１
学
期

○家庭
との
協働

生活チェックシートを活用した望ましい生活習慣の
育成と夜9時以降の「ノーメディアタイム」の推進

「夜更かしをせずに9時（10時）までには寝ています」と肯
定的に回答する児童の割合を７５％以上にする。
年間4回の「生活習慣強化週間」の設定とチェックおよび
指導

２
学
期

○
地域
との
協働

「目を見て、笑顔で、元気よく」（あいさつ＋１質の向
上）の推進

家庭や地域と連携しての毎月のふれあい登校日、1日、
２０日月３回のあいさつ運動の実施

※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

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

１
学
期

学年×１０分＋１０分の習慣作り
毎日の基礎定着課題と週末には文章読解・活用問題の
習熟プリントを出す。

年間4回（5月，9月，11月，1月）の「生活習慣強化週間」を設定し
て，その間，毎日担任がチェック・指導する。（集計結果を児童と保
護者に還元）

○
２
学
期

学年×１０分＋１０分の習慣作り
毎日の基礎定着課題と週末には文章読解・活用問題の
習熟プリントを出す。

年間4回（5月，9月，11月，1月）の「生活習慣強化週間」を設定し
て，その間，毎日担任がチェック・指導する。（集計結果を児童と保
護者に還元）

○

３
学
期

◎

３
学
期

学年×１０分＋１０分の習慣作り
毎日の基礎定着課題と週末には文章読解・活用問題の
習熟プリントを出す。

年間4回（5月，9月，11月，1月）の「生活習慣強化週間」を設定し
て，その間，毎日担任がチェック・指導する。（集計結果を児童と保
護者に還元）

○

Ⅴ　家庭・地域との協働の取組

重点的取組 取組指標

Ⅵ　平成２８年度の目標及び達成指標・取組指標

１　大分県学力定着状況調査、全国
　　学力・学習状況調査の平均正答
　　率　（県比・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）

目標値 結果
目標値 結果

①教科の授業が好き
国語 62% 48%

小５　算数　県比 103.0 93.4 算数 68% 65%

質問事項

若葉っ子タイム週３回で，国語・算数の基礎反復学習を
集中して行う。　放課後は宿題や授業で分かっていない
子を残し，補充学習を行う。（月，木，金）

若葉っ子タイム週３回で，国語・算数の基礎反復学習を
集中して行う。　放課後は宿題や授業で分かっていない
子を残し，補充学習を行う。（月，木，金）

評価取組指標

低・中・高の3ブロックに毎回校長・教頭・教務が入り，ティーム
ティーチングを行う。

低・中・高の3ブロックに毎回校長・教頭・教務が入り，ティーム
ティーチングを行う。やり直しチェックなど、放課後学習の徹底。

４・５・６年を中心に毎回校長・教頭・教務が入り，ティームティーチ
ングを行う。2月以降学力テスト分析対策などをもとに、できていな
い学習の復復習を行う。

Ⅲ　補充学習の取組（目標達成に向けた組織的な学習指導）

１
学
期
２
学
期
３
学
期

◎

○

◎

重点的取組
若葉っ子タイム週2回で，国語・算数の基礎反復学習を
行う。　放課後は宿題や授業で分かっていない子を残
し，補充学習を行う。（火，木，金）

２
学
期

１
学
期

（１）自分の気づきや考えを小集
団（全体）で話し合う場面で，話
し合う目的を明確にする。
（２）子どもたちの発言の価値づ
けを発言後や授業の振り返りで
行う。

（１）単元で2回以上小集団（全
体）で考えを説明し合う活動を位
置づけ，相手と目的を明確にし
た課題を設定する。
（２）つぶやきや質問、感想をふく
め、子どもの発言（伝えようとす
る意欲）に対する評価を毎時間
行う。

（１）児童アンケート（12月実施）
「授業のとき，しっかり考え，発表
している」と回答する子どもを８
０%以上にする。

(1)単元の中で2回以上の小集団で
の活動ができるようになった。児童も
考えを出しあうことはできている。児
童アンケート（12月実施）「授業のと
き，しっかり考え，発表している」と回
答する子どもを８１%で達成できた。
ただ対話的（高め合う）発言にはつ
ながっていないので、質の向上が課
題。　　　      　　　　　　　　　（２）大切
な用語、ポイントとなる発言や意欲
は評価できたが、　つなぐ発言の推
進はまだできていない。

③取組内容 ④取組指標 ⑤検証指標 検証（成果・課題）

③取組内容 ④取組指標 ⑤検証指標 検証（成果・課題）

日田市立　若宮小学校

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）問題把握が難しい子に，机
間巡視の中で数値や言葉のどこ
がわからないのかを書かせ，全
員が問題に向かうように対策を
講じる。　             　（２）単元で
2回以上小集団（全体）で考えを
説明し合う活動を位置づけ，ノー
ト（ふり返り）に記録させる。

①授業改善
テーマ

②授業改善の
重点

（１）児童アンケート（7月，12月，
3月実施）「自分の気づきや考え
をノート（プリント）に書くことがで
きる」と肯定的に回答する子ども
を９０%以上にする。
（２）児童アンケート（7月，12月，
3月実施）「授業のとき，しっかり
考え，発表している」と回答する
子どもを８０%以上にする。

（１）児童アンケート（7月実施）「自分
の気づきや考えをノート（プリント）に
書くことができる」と肯定的に回答す
る子どもは９１%となり、自分の考えを
書くことを意識できている。
（２）児童アンケート（7月実施）「授業
のとき，しっかり考え，発表している」
と回答する子どもは７１%となり、昨年
度より若干下がっている。子どもたち
の中に正答を言わなくては恥ずかし
いという気持ちがあることが課題。

(1)問題把握の場面で，気付きや
ヒントになることを書き込ませ，
全体で交流する。
（２）自分の気づきや考えを小集
団（全体）で話し合う場面で，話
し合う目的を明確に示す。

主体的に学習する力を育てる授業

気づきや考えを伝えあい，高め合う授業の推進

③取組内容 ④取組指標 ⑤検証指標 検証（成果・課題）

学力状況について 学習状況について

児
童
の
課
題

H27年度1月に実施された日田市学力定着状況調査結果によると
国語はどの学年も全国・日田市の平均を（１～１１ポイント）上回
り、低位層の底上げもできている。算数や理科については高学年
になるにしたがい活用が全国平均より（１～６ポイント）下回ってい
る。よって、基礎の定着（特に言語事項）をさらに図るとともにその
知識・技能を使って活用できる力をつけることが課題である。

Ｈ27年度、児童アンケート（年間）の結果からみると、「授業はよく
わかる」（８７％）「「自分から進んで家庭学習をしている」（88%）と1
昨年度に比べると（３～５%）増え，学習に真面目に取り組む児童が
増えてきた。しかし，「授業でしっかり考えを発表できていない」（２
２%）が気になる項目となっているので、改善していく。

Ⅰ　児童の課題

平成２８年度学力向上プラン

３
学
期

（１）子どもたちの発言の価値づ
けを発言後や授業の振り返りで
行い、ペアトーク，やグループ
トーク，全体トークの質を高め
る。
（２） 主体的な学びを生み出す
課題・思考のズレを解決し，まと
めにつながる課題を設定する。

（１）つなぐ発言（対話）の推進と
評価を毎時間行う。（つなぐこと
ばのモデル提示）
（２）「つけたい力」から課題をつく
り、子どもが自ら問題解決に向
かう授業を推進する。

（１）児童アンケート（３月実施）
「授業のとき，しっかり考え，発表
している」と回答する子どもを８
１%以上にする。
（２）教職員アンケートで「主体的
な学びを生み出す課題の設定
ができた」を８０％以上にする。

(１）子どもたちの発言の場を保障し
たり、つなぐ発言の価値づけを行っ
た結果、児童アンケート（2月末実
施）「授業のとき，しっかり考え，発表
している」と回答する子どもを８0%と
なり、2学期とほぼ同じで、発言は定
着している。しかし、単発的な発言も
多いので、対話的な発言ができるよ
うな質の向上が課題である。
（２）つけたい力を意識しながら課題
設定を意識した教職員は100%だが、
主体的な学びを生み出すまでにい
たってない。（７５%）。


