
本校 大分県 全国 本校 大分県 全国

83 81 78.6 52 46 45.9

数と計算 89.6 82.8 80.6 66.7 53.2 52.8

量と測定 83.3 70.1 68.8 25.0 44.5 47.0

図形 91.7 82.9 81.1 0.0 12.6 13.2

数量関係 70.0 81.6 79.6 41.7 40.0 40.0

数学的な考え方 53.7 45.6 45.4

数量や図形についての技能 77.1 80.3 77.7

数量や図形についての知識理解 90.5 80.9 79.7 41.7 48.4 48.6

選択式 85.7 80.6 79.6 50.0 54.3 54.1

短答式 81.3 80.7 77.8 77.8 62.3 61.7

記述式 36.7 31.4 31.6

本校 大分県 全国 本校 大分県 全国

82 76 74.8 69 58 57.5

話す聞くこと 100.0 69.6 69.2 83.3 65.0 64.9

書くこと 66.7 62.1 60.6 60.6 54.7 53.4

読むこと 77.8 71.2 70.2 55.6 49.7 49.2

伝統的な言語文化と国語の特質 81.8 79.8 78.0

国語への関心意欲態度 44.4 43.1 41.7

話す聞く能力 100.0 69.6 69.2 83.3 65.0 64.9

書く能力 66.7 62.1 60.6 60.0 54.7 53.4

読む能力 77.8 71.2 70.2 55.6 49.7 49.2

言語について知識理解技能 81.8 79.8 78.0

選択式 81.5 72.6 71.7 80.0 65.3 64.6

短答式 83.3 82.1 79.4 83.3 67.2 69.2

記述式 44.4 43.1 41.7

数値は、正答率を表しています。

全国学力調査結果
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　平成２９年度の東雲小学校の学力向上の取り組みと国の学力調査の結果と分析について、佐伯市教育委員
会の指導に基づき、概略を公開します。学年単位の分析ではなく、学校としての改善策を講じるために、他
学年ＮＲＴ検査、５年生国語･算数の県調査結果も合わせて分析致しました。
  各種学力調査の目的は、児童への学習指導の充実や学習状況の改善等に役立てるとともに、教育に関する
継続的な検証改善サイクルを確立するためのものです。
  また、本校の調査結果と今後の取り組みを公表する目的は、保護者や地域住民に対する説明責任を果たす
とともに、今後の取組への協力を得るためでもあります。
  この結果は本校の教育活動の一側面であると捉えています。本校は学力はもちろんですが、体力、そして
心の教育のバランスを大切にし、地域と共に育つ学校を目指し、保護者･地域と協働して児童の健全な育成
を図っています。
　学力とともに本校の教育全体を見ていただければ幸いです。ホームページでも多様な活動の様子や教育目
標を紹介しています。併せてご覧ください。
データにつきましては、学校の保護情報にもあたります。二次使用等、無断使用は絶対しないようにお願
いします。
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分析と今後の取り組み

１．学力状況より

【全国学力・学習状況調査結果より】
○国語・算数ともに国や県より、平均正答率が高く、確かな学力の定着が見られる。
○平均点からすると、確かな学力の定着は確認できるが、個人差があり、個に応じた指導・支援がさらに
　重要になる。
○国語では、「話す、聞く力」は１００％の近い正答率で、本校が目指してきた「伝え合う力」の育成が
　定着してきている。今後は、さらに「読む書く力」の育成を推進していきたい。
○算数では、「数と計算」「量と測定」分野等は定着しているが、「数量関係」は今後の指導が必要である。

【大分県学力定着状況調査結果より】
○国語・算数・理科ともに偏差値５５以上であり、十分目標は達している。
○国語は、全ての児童が目標に達し、達成率１００％であるが、「書くこと」の領域を苦手としている。
○数学、全ての問題内容・領域・観点で目標値を上回っているが、「分数・小数の計算」等、今後の熟練が
　必要である。
○理科は、内容の「植物の成長」が、偏差値４９．８とであったが、ほぼ全ての項目で偏差値５０を超えて
　いる。継続して観察し、考察していく力をつける必要がある。

【NRT結果（2～4年）より】
○国語・算数とも、確かな学力の定着が見られた。しかし、学年間差や個人間差が見られ、個に応じた指導・
　支援が必要である。
（国）「読むこと」の力の育成をさらに図る必要がある。目的に応じて話す力も今後育成していく必要がある。
（算）４つの領域の中でも特に「量と測定」「数と計算」が課題となっている。
（国・算）少人数の中で、個人差が大きく、個に応じた支援体制が重要になっている。

２．学習状況より

【全国学力・学習状況調査結果より】
　　県や全国の状況と大きな差異はなく、全体的に肯定率は高くなっている。今回、特に下記の事項で本校
　児童の優位性や今後の課題が見られた。
　○「物事を最後までやり遂げる」「失敗を恐れないで挑戦する」「友達の前で意見を発表する」等の学習
　　に対する意欲・主体性が高い。
　○「学習で振り返り活動を行った」「綬業のノートにはめあて・ねらい・まとめを書いていた」と答えた
　　児童が１００％であり、授業へ積極的に参加する姿勢が見られた。、
　○「家で授業の復習をする１００％」「家庭学習の時間は、全員が１～２時間」と、家庭学習の充実化が
　　図られている。
　○「先生は良いところ認めてくれるか」の肯定率が１００％で、それがやるきにつながってきている。
　○１日当たりの読書時間は、国の平均より少ない。今後の読書指導は、全学年共通の課題である。また、
　　新聞を読まない割合が高い。
　
【大分県学力定着状況調査結果より】
　○肯定値は「先生のささえ」「社会参画」「対人ストレス」の肯定値が高く、「感動体験」「問題解決力」
　　が低かった。
　○1日の家庭学習時間の目安を決めている児童の割合が非常に高い。
　○次の教科などの授業はどのくらい分かっていますかの問いに、１００％と答える教科が４教科あり、他の
　　教科も数値が高い。
　○授業で話し合う活動がなされたと答えた割合が高い。
　○分からないことがったら、辞書などを引いて調べる児童が少ない。教師等に聞く習慣がある。

【２～４年】
　○真面目な学習態度で学習規律ができてきている。
　○学習意欲が高く、積極的に授業に参加する。
　○読書量が増えているが、読書の仕方についてさらに指導していく必要がある。
　○個人差が大きく、学習の定着が遅い児童への個別指導を充実させていくことが課題である。
　○無回答率の高さは、マイペースで１問１問に時間がかかりすぎる傾向にあることも一因である。
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おわりに

　「これをしたから、学力が飛躍的に向上した」という成果は本校にはありません。本校の基本は「あたり
まえのことを、全職員が徹底して行う」ことです。「何のために」「誰のために」「どのように」と考
え、あとは「実行する」こと、この組織的な徹底が何よりも本校教育に大切だと考えています。特別な取り
組みではありませんが、参考までにその一例を資料としてご紹介します。
　今回、本校の学力調査の結果とその分析・対応について公開いたしました。ご質問等ございましたら、ご
遠慮なく学校までお問い合わせください。

１　授業改善５点セット・学力向上プランを全職員で共有し、短期ＰＤＣＡを繰り返しながら、授業改善に向け
　組織的に取り組む。そして何よりも「実践すること」を大事にする。

２　少人数の特性を活かした主体的・対話的な授業を創造し、毎日１回以上実践する。

３　条件をつけた「書く」場面を意図的に設定し、「書く」ことの事後指導を、児童一人一人に個に応じて徹底
　する。

４　少人数におけるアクティブラーニングや思考ツールについての教職員研修を深め、主体的･対話的な授業
　の実践に取り組む。

５　家庭学習について、個に応じた事前事後指導を徹底し、保護者と連携しながら充実を図る。

６　郷土を活かした学習を推進し、地域の人材や素材を活用した教育活動を計画的･効果的に実践する。

７　全児童に、漢字、言葉の決まり、計算、重要語句等、基礎基本の徹底した定着を目指す。

８　読書活動の充実に向け、個に応じた支援と読書活動の場を目標を持って設定していく。

　○国、県、市、ＮＲＴ検査等で、全ての領域で到達目標に達する確かな学力の育成。
　○児童アンケートで、「授業が分かる」「計画的な家庭学習」の項目で、肯定率を90％以上。
　○アクティブラーニングが主体的にできる児童。

～　互いのよさを認め合い，正しいことを実践する子　・・・・・　やさしい子　～
～　意欲を持って，ねばり強く学習に取り組む子　　　・・・・・   かしこい子　～
～　進んで体を鍛え、自他の生命を大事にする子　 ・・・・・   たくましい子　～

目
指
す
児
童
像

本年度の重点目標を下記の２点に設定し、全職員で具現化に向け組織的に取り組んでいく。

１．主体的・対話的に学ぶ授業の徹底と確かな学力の定着
    ○少人数の特性を生かした主体的・対話的授業を創造し、実践する。
　　～少人数というハンディを長所ととらえ、個を生かしたアクティブラーニングを推進する～
　○条件を付けた「書く」場面を意図的に設定し、「書く」ことの事後指導を徹底する。
　　～書かせる事を目的とせず、書いたものを生かしすための工夫や支援・指導を徹底する～
　○少人数におけるアクティブラーニングや思考ツールについての研修を深め、有効的に活用する。
　　～目的に沿ったアクティブラーニング等を行うために、全職員の研修を深める～
　○授業と連動した家庭学習を実施する。
　　～児童に、家庭学習の意義や目的を知らせ、課題の内容を工夫し、事前事後指導を徹底することで家庭
　　　学習を習慣化する。また、保護者と協働して「家庭学習のすすめ」の定着を図る～
　○授業に、地域の人材や素材を積極的に取り入れ、郷土を活かした学習を推進する。
　　～地域コーディネーター等関係者と協働し、学校・地域の特性を生かした教育を推進する～

２．「いのちの教育」を推進し、保護者・地域と協働した安全・安心な学校づくり
　○タイムリーな「認め・誉め・期待する」指導を保護者と協働して取り組み、児童の自己肯定感の育成を
　　図る。
　　～児童が認められたと自己肯定観が増すよう、機に応じた言葉がけを、保護者と協働して行う～
　○児童、保護者、教師、地域が協働した「笑顔のあいさつ運動」を推進する。
　　～カッパ隊出動等、保護者・地域を巻き込んだあいさつ運動を児童を主体として実施する～
　○人権・防災教育を通して、自他の「いのち」を主体的に守ろうとする児童を育成する。
　　～「いのちの教育」を推進し、児童。保護者にとって安心安全な学校作りに努める～
    ○自分の思いや考えを、主体的に表現できる児童の育成を行う。
　　～「伝え合う力」の育成手段の一つとして、全児童が自分の思いを表現できる場を意図的に設定する～



　本校では、職員の資質向上と授業改善をねらいとして、毎月１５日を学校公開日として、ま
た。１５日を含む週を、互見授業週間とし、下記の授業チェックシートを活用し、お互いの授業
観察を行っている。本校の研修を具現化する手段としても有効な取り組みとなっている。

資料１　授業改善チェックシート



事例１ 自主学習ノート
　

事例２ 書いたものの活用

　昨年度まで「毎日１回以上書く指導を行う」という指標のもと、書く指導の徹底を行ってきた
が、年度末の反省で「書くことで終わっていないか」との認識が共有された。
　そこで、今年度は、「書く指導」に、事前・事後の指導・活用の徹底を全職員で共有し、重点
目標として組織的に取り組んできた。毎日の自主学習ノートや日記から、授業中のまとめや感想
文など、あらゆる「書く」活動の中で、少人数が故に可能な取り組みとなっている。

資料３　図書の有効活用

　全学年で取り組んでいる
自主学習ノートも漢字や計
算などだけではなく、方法
や思いを書くことを大切に
している。

　また、本校の合い言葉で
ある「認め、褒め、期待す
る」する指導を自主学習
ノートでも実践し、次につ
ながる評価を行うようにし
ている。

　児童が授業や各種活動で
行った「書く活動」の作品
については、その事後支
援・指導を徹底するように
した。

　他の児童に､読んでの感想
(良かった点や学んだ点等）
を掲示や回覧して記入させ
たり、教師の朱書きをてい
ねいに入れることで、児童
の意欲付けを行うととも
に、表現方法等の個人指導
を徹底することで､書く力の
育成に努めてきた。

資料２　書く指導の徹底



学級ごとに、学級文庫を工夫し、主体性育成のための読書量の見える化

資料3　読書環境の充実と活用

図書館やワークスペースにおいて、俳句についての掲示物

　並行読書を始め、授業で図書の活用を図るとともに、読書活動の推進を、学校・児童会が一緒
になって推進した。
　その中で、本校の課題として、「学年に応じた読書内容であるか」「読書量に個人差が見られ
る」「単に漫然と読んでいないか」などが考えられた。
　そこで改善の手立てとして、「最も身近に学年に応じた本を置いていくこと」「読書量の見え
る化」「目的意識を持った読書の機会の確保」などを推進することとした。

事例１　学級文庫の充実
「より児童の身近に本を」との願いから、佐伯市図書支援員の協力をいただき、学年に応じた本
を、佐伯市図書館より、各学年３０冊毎月２回交換ペースで、学級文庫として配置した。

事例２　俳句活動の推進
図書委員会が中心となり、東雲俳句会をつくり、全校で創作活動に取り組み、各種コンクールや
校内優秀作品の表彰等行い、毒手活動の推進と表現力の向上を図った。同時に、学校としても地
域の人材を活用し「俳句教室」を実施した。


