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平成２７年度 学力向上における重点的取組・取組指標等の点検・評価シート（選択と集中）平成２７年度 学力向上における重点的取組・取組指標等の点検・評価シート（選択と集中）平成２７年度 学力向上における重点的取組・取組指標等の点検・評価シート（選択と集中）平成２７年度 学力向上における重点的取組・取組指標等の点検・評価シート（選択と集中） 中津市立南部小学校中津市立南部小学校中津市立南部小学校中津市立南部小学校

Ｐ Ｄ Ｃ ＡＰ Ｄ Ｃ ＡＰ Ｄ Ｃ ＡＰ Ｄ Ｃ Ａ

重点目標 達成指標 担当 ①改善テーマ ②改善の重点 ③取組内容 ④取組指標 ⑤検証指標（到達イメージ） 点検・評価重点目標 達成指標 担当 ①改善テーマ ②改善の重点 ③取組内容 ④取組指標 ⑤検証指標（到達イメージ） 点検・評価重点目標 達成指標 担当 ①改善テーマ ②改善の重点 ③取組内容 ④取組指標 ⑤検証指標（到達イメージ） 点検・評価重点目標 達成指標 担当 ①改善テーマ ②改善の重点 ③取組内容 ④取組指標 ⑤検証指標（到達イメージ） 点検・評価（（（（４・５月４・５月４・５月４・５月）））） 点検・評価（６月） 点検・評価（７月）点検・評価（６月） 点検・評価（７月）点検・評価（６月） 点検・評価（７月）点検・評価（６月） 点検・評価（７月）

○進んで○進んで○進んで○進んで ○中津市 ○考えをまと ○課題解決的 ○自分の考えやそ ○授業時間 ○クラス全員が、ノートに自○中津市 ○考えをまと ○課題解決的 ○自分の考えやそ ○授業時間 ○クラス全員が、ノートに自○中津市 ○考えをまと ○課題解決的 ○自分の考えやそ ○授業時間 ○クラス全員が、ノートに自○中津市 ○考えをまと ○課題解決的 ○自分の考えやそ ○授業時間 ○クラス全員が、ノートに自 【点検】進行状況【点検】進行状況【点検】進行状況【点検】進行状況
勉強する勉強する勉強する勉強する 学力調査 め、伝える力 な授業の推進 の根拠（わけ）を に、自分の 分の考えやその根拠（わけ）学力調査 め、伝える力 な授業の推進 の根拠（わけ）を に、自分の 分の考えやその根拠（わけ）学力調査 め、伝える力 な授業の推進 の根拠（わけ）を に、自分の 分の考えやその根拠（わけ）学力調査 め、伝える力 な授業の推進 の根拠（わけ）を に、自分の 分の考えやその根拠（わけ） ・１年（自分の考えを・１年（自分の考えを・１年（自分の考えを・１年（自分の考えを
子の育成子の育成子の育成子の育成 で、各学 （思考力・判 書かせた上で、交 考えやその を書き、発表の準備ができてで、各学 （思考力・判 書かせた上で、交 考えやその を書き、発表の準備ができてで、各学 （思考力・判 書かせた上で、交 考えやその を書き、発表の準備ができてで、各学 （思考力・判 書かせた上で、交 考えやその を書き、発表の準備ができて 発表する活動）発表する活動）発表する活動）発表する活動）

年、下位 断力・表現 流する場を設定す 根拠年、下位 断力・表現 流する場を設定す 根拠年、下位 断力・表現 流する場を設定す 根拠年、下位 断力・表現 流する場を設定す 根拠（（（（わけわけわけわけ））））いる。いる。いる。いる。 ・２年（ノートに話形・２年（ノートに話形・２年（ノートに話形・２年（ノートに話形
層（評定層（評定層（評定層（評定 授授授授 力）を育てる る。 をノートに力）を育てる る。 をノートに力）を育てる る。 をノートに力）を育てる る。 をノートに を書く活動）を書く活動）を書く活動）を書く活動）
１）の人１）の人１）の人１）の人 業業業業 授業 書かせ発表授業 書かせ発表授業 書かせ発表授業 書かせ発表 ・３年（ノートに言葉・３年（ノートに言葉・３年（ノートに言葉・３年（ノートに言葉
数を半減数を半減数を半減数を半減 ・・・・ させる。させる。させる。させる。 や図を書く活動）や図を書く活動）や図を書く活動）や図を書く活動）
する。する。する。する。 研 ・４年（ノートに図や研 ・４年（ノートに図や研 ・４年（ノートに図や研 ・４年（ノートに図や

究 立式を書く活動）究 立式を書く活動）究 立式を書く活動）究 立式を書く活動）
主 ・５年（ノートに書き主 ・５年（ノートに書き主 ・５年（ノートに書き主 ・５年（ノートに書き
任 グループ交流する活動任 グループ交流する活動任 グループ交流する活動任 グループ交流する活動））））

・６年（ノートに書く・６年（ノートに書く・６年（ノートに書く・６年（ノートに書く
活動）活動）活動）活動）
【評価】【評価】【評価】【評価】
・自分の考えを書けな・自分の考えを書けな・自分の考えを書けな・自分の考えを書けな
い子への指導が必要。い子への指導が必要。い子への指導が必要。い子への指導が必要。
・自分の考えが持てる・自分の考えが持てる・自分の考えが持てる・自分の考えが持てる
ように継続が必要。ように継続が必要。ように継続が必要。ように継続が必要。
【６月の改善策】継続【６月の改善策】継続【６月の改善策】継続【６月の改善策】継続
・自分の考えや根拠を・自分の考えや根拠を・自分の考えや根拠を・自分の考えや根拠を
ノートに書かせる。ノートに書かせる。ノートに書かせる。ノートに書かせる。

○スピード・ ○計算問題・ ○○スピード・ ○計算問題・ ○○スピード・ ○計算問題・ ○○スピード・ ○計算問題・ ○計算・言語問題計算・言語問題計算・言語問題計算・言語問題 ○全校児童○全校児童○全校児童○全校児童 ○全校児童が、５分以内に計○全校児童が、５分以内に計○全校児童が、５分以内に計○全校児童が、５分以内に計 【点検】進行状況【点検】進行状況【点検】進行状況【点検】進行状況
集中力を育て 言語問題に特 及び活用問題を実 に計算問題集中力を育て 言語問題に特 及び活用問題を実 に計算問題集中力を育て 言語問題に特 及び活用問題を実 に計算問題集中力を育て 言語問題に特 及び活用問題を実 に計算問題 算・言語問題を解き終わり、算・言語問題を解き終わり、算・言語問題を解き終わり、算・言語問題を解き終わり、 ・１年（・１年（・１年（・１年（100％時間内）％時間内）％時間内）％時間内）

ゆ るゆきちタイ 化したドリル 施する。 や言語問題ゆ るゆきちタイ 化したドリル 施する。 や言語問題ゆ るゆきちタイ 化したドリル 施する。 や言語問題ゆ るゆきちタイ 化したドリル 施する。 や言語問題 鉛筆を置いている。鉛筆を置いている。鉛筆を置いている。鉛筆を置いている。 ・２年（・２年（・２年（・２年（ 91％時間内）％時間内）％時間内）％時間内）
き ム 問題の実施 ・月 計算問題 を、き ム 問題の実施 ・月 計算問題 を、き ム 問題の実施 ・月 計算問題 を、き ム 問題の実施 ・月 計算問題 を、５分以５分以５分以５分以 ・３年（・３年（・３年（・３年（100％時間内）％時間内）％時間内）％時間内）
ちちちち （（（（全学年全学年全学年全学年）））） 内内内内に解かせ ・４年（に解かせ ・４年（に解かせ ・４年（に解かせ ・４年（8 6％時間内）％時間内）％時間内）％時間内）
タ ・火 計算問題 る。 ・５年（タ ・火 計算問題 る。 ・５年（タ ・火 計算問題 る。 ・５年（タ ・火 計算問題 る。 ・５年（ 93％時間内）％時間内）％時間内）％時間内）
イイイイ （（（（１～４年１～４年１～４年１～４年）））） （（（（ＴＶ計時ＴＶ計時ＴＶ計時ＴＶ計時）））） ・６年（・６年（・６年（・６年（ 70％時間内）％時間内）％時間内）％時間内）
ム 算数活用問題 【評価】ム 算数活用問題 【評価】ム 算数活用問題 【評価】ム 算数活用問題 【評価】
・・・・ （（（（５～６年５～６年５～６年５～６年）））） ・５分で解いて、５分・５分で解いて、５分・５分で解いて、５分・５分で解いて、５分
教 ・木 言語問題 で採点できて効果的。教 ・木 言語問題 で採点できて効果的。教 ・木 言語問題 で採点できて効果的。教 ・木 言語問題 で採点できて効果的。
務務務務 （（（（全学年全学年全学年全学年）））） ・どの問題でも５分以・どの問題でも５分以・どの問題でも５分以・どの問題でも５分以
主 ・金 言語問題 内で解ける子を増やす主 ・金 言語問題 内で解ける子を増やす主 ・金 言語問題 内で解ける子を増やす主 ・金 言語問題 内で解ける子を増やす。。。。
任任任任 （（（（１～４年１～４年１～４年１～４年）））） 【６月の改善策】継続【６月の改善策】継続【６月の改善策】継続【６月の改善策】継続

国語活用問題 ・全員計算、言語問題国語活用問題 ・全員計算、言語問題国語活用問題 ・全員計算、言語問題国語活用問題 ・全員計算、言語問題
（（（（５～６年５～６年５～６年５～６年）））） を５分以内で解かせるを５分以内で解かせるを５分以内で解かせるを５分以内で解かせる。。。。

○家庭と協働 ○自学に焦点 ○１０分間○家庭と協働 ○自学に焦点 ○１０分間○家庭と協働 ○自学に焦点 ○１０分間○家庭と協働 ○自学に焦点 ○１０分間「「「「自学自学自学自学」」」」 ○１０分間○１０分間○１０分間○１０分間 ○毎朝、どの学級も全員分の○毎朝、どの学級も全員分の○毎朝、どの学級も全員分の○毎朝、どの学級も全員分の 【点検】進行状況【点検】進行状況【点検】進行状況【点検】進行状況
で自主学習能 をあてた１０ を実施する。 を復習で自主学習能 をあてた１０ を実施する。 を復習で自主学習能 をあてた１０ を実施する。 を復習で自主学習能 をあてた１０ を実施する。 を復習（授 自学ノートが提出されている（授 自学ノートが提出されている（授 自学ノートが提出されている（授 自学ノートが提出されている。。。。 ４月 ５月４月 ５月４月 ５月４月 ５月

家 力を育てる 分間の活用 ・２～４年家 力を育てる 分間の活用 ・２～４年家 力を育てる 分間の活用 ・２～４年家 力を育てる 分間の活用 ・２～４年（（（（復習復習復習復習）））） 業用ノート業用ノート業用ノート業用ノート （１０分学習カードで集計） ・（１０分学習カードで集計） ・（１０分学習カードで集計） ・（１０分学習カードで集計） ・2年（１６年（１６年（１６年（１６））））（１３）（１３）（１３）（１３）
庭 「ＴＶ・ゲー ・５～６年（復習庭 「ＴＶ・ゲー ・５～６年（復習庭 「ＴＶ・ゲー ・５～６年（復習庭 「ＴＶ・ゲー ・５～６年（復習 を、自学ノを、自学ノを、自学ノを、自学ノ ・・・・3年（１０年（１０年（１０年（１０））））（１３）（１３）（１３）（１３）
学 ム１０分短縮 または予習）学 ム１０分短縮 または予習）学 ム１０分短縮 または予習）学 ム１０分短縮 または予習） ートに写すートに写すートに写すートに写す）））） ・・・・4年（１０年（１０年（１０年（１０））））（ ８）（ ８）（ ８）（ ８）
習 運動」 にあてる。 ・習 運動」 にあてる。 ・習 運動」 にあてる。 ・習 運動」 にあてる。 ・5年（２４年（２４年（２４年（２４））））（２８）（２８）（２８）（２８）
・ ・・ ・・ ・・ ・6年（２２年（２２年（２２年（２２））））（２２）（２２）（２２）（２２）
生 計 ８２ ８４生 計 ８２ ８４生 計 ８２ ８４生 計 ８２ ８４
徒徒徒徒 （（（（６０％６０％６０％６０％）（）（）（）（６１％６１％６１％６１％））））
指 【評価】指 【評価】指 【評価】指 【評価】
導 ・ノート写しは効果的導 ・ノート写しは効果的導 ・ノート写しは効果的導 ・ノート写しは効果的。。。。
主 ・ノートの使い方指導主 ・ノートの使い方指導主 ・ノートの使い方指導主 ・ノートの使い方指導。。。。
任 【６月の改善策】継続任 【６月の改善策】継続任 【６月の改善策】継続任 【６月の改善策】継続

・１０分間、授業ノー・１０分間、授業ノー・１０分間、授業ノー・１０分間、授業ノー
トを自学ノートに写すトを自学ノートに写すトを自学ノートに写すトを自学ノートに写す。。。。


