
平成２９年度 学力向上のための取り組み＜成果・課題＞ 

白井市立白井第一小学校 

 

平成２９年度 学力向上のための取り組み＜成果・課題＞ 

１ 基礎的な知識及び技能を定着させるための取り組み 

○ 授業の流れや板書の仕方など UDの視点を取り入れ，「わかりやすい授業」で基礎学力を身につけるようにす

る。 

○「ノートの使い方」「視写の取り組み方」「意見の言わせ方」「話の聞き方」を職員研修で共通理解し，学習の姿

勢を身につけさせる。 

  ＊視写については継続することで効果があがるので，学年の実態に合わせた分量で繰り返し取り組んでいく。 

○「家庭学習の内容」「月例テスト」については，学習意欲が高まるように取り組み方を話し合い，振り返りを充

実させる。 

  ＊実態に合わせ児童が意欲的に取り組めるようにしたため，自学については学年の実態に合わせて行うように

した。 

 ○朝の１５分間の学習（読書タイム・スキルタイム・視写タイム）の充実をはかる。 

２ 思考力，判断力，表現力を高めるための取り組み 

○「思考し，表現する力」を高める実践モデルについて県のホームページに掲載さ 

れた実践事例を研修し，全教科での授業改善に取り組む。 

 ○研究教科の算数科では，導入の工夫をするなどして学習意欲を高める授業改善に 

取り組み，思考力につなげる研修を深める。 

 ○全校の前でも，表現力を発揮する場面を取り入れ，児童に自信をもたせる。 

（委員会活動の発表など） 

○ 総合的な学習の内容を見直し，体験と結びついた判断力を身につけさせる。 

３ 家庭学習をとおして 

○年度初めの保護者会で，「家庭学習の取り組み方」を説明し理解してもらう。 

○音読や計算などは毎日継続して行い，学習の習慣化をはかる。 

 ○音読カードの一部に読書の欄を追加し，読書を習慣化させる。 

 ○音読や視写の内容に飽きがこないように工夫する。 

 ○やらせっぱなしにならないように取り組みを確認し，意欲につなげるようにする。 

４ その他 

 ○昼休みの読書（３年以上 週一回）を継続する。 

○学力に個人差があるので，市職の先生方の力をかりて個別の対応をしていく。 

 

 



平成２９年度 学力向上のための取り組み＜成果・課題＞（小学校） 

白井市立 白井第二小学校 

 

平成２９年度 学力向上のための取り組み＜成果・課題＞ 

※進捗状況（成果）は「〇」、課題は「▼」 

 

１ 基礎的な知識及び技能を定着させるための取り組み 

＜国語＞◯どの学年も漢字テストをこまめに行い、漢字の力の向上を図っ
た。 

＜算数＞◯１コマの学習の中に、練習問題を取り入れ、基礎学力の定着を図
った。 

 

２ 思考力，判断力，表現力を高めるための取り組み 

◯今年度は、どの学年も「対話的な学び」を行えるよう授業展開の工夫を行
った。学習素材から、「なぜそうなるのか」を考えたり、友達の考えを聞
いて、自分の考えとの共通点や相違点を見つけたりできるよう、指導を行
った。 

 

３ 家庭学習をとおして 

◯学年を問わず、計算・漢字の練習を反復で行っている。 

 低学年は家庭と連携し、音読カードや読書カードを活用しながら、読む力
の向上に努めた。 

 ４年生以上の学年は、自主学習ノートを作り、自ら学習する姿勢を身につ
けられるように行った。 

▼支援を要する児童や家庭の協力をなかなか得られない児童など、個人差が

大きく出てしまった。 

 

４ その他 

▼ただ反復練習を行うのではなく、児童が思考し、既習したことを活用でき

るような指導方法の工夫を研修等でこれからも模索していきたい。 

 



平成２９年度 学力向上のための取り組み＜成果・課題＞（小学校） 

白井市立第三小学校 

 

平成２９年度 学力向上のための取り組み＜成果・課題＞ 

※進捗状況（成果）は「〇」、課題は「▼」 

１ 基礎的な知識及び技能を定着させるための取り組み 

○朝の読書タイムを毎日８：０５～８：１５の日課に位置づけることで，読書に親しませることが

できた。また，落ち着いた中で一日のスタートを切らせ，学習に取り組ませることができた。 

○ドリルタイム（サンサンタイム）の充実を図ることができた。（具体例 計算ステップ学習，１０

０マス計算，短文作りや相手を意識した文章を書く活動，漢字練習＜学年でノートの使い方を統

一＞等＞ 

○毎月，月例テストを行った。出題範囲を計算ドリルと漢字ドリルにすることで，基礎的な内容の

定着につながった。 

▼上記のような取り組みを行ったが，どうしても基礎的学力の二極化が見られる。 

 

２ 思考力，判断力，表現力を高めるための取り組み 

○ペアやグループ，全体に発表をする場面を多く設けることで，お互いの考えを出し合い，自分の

考えを確かめたり，深めたりできる学習集団を作ることができた。 

○「なぜ」「そうか」「わかった」を実感できる授業づくりのために，算数科において図を書いたり，

ブロック操作を行ったりすることで，見通しを持たせて学習にとりくませることができた。 

 ▼自分の考えを伝えることはよくできているが、友だちの意見と自分の意見を比較したり、根拠を

加えたりして発表することはまだむずかしい。 

 

３ 家庭学習をとおして 

 ○自分で計画を立てて家庭学習を進めることで，継続的な学習を行うことができた。  

 ○一緒に家庭学習をやってもらったり，印やサインをもらったり，できるだけ保護者を巻き込むことで，

家庭学習の充実を図った。 

 ▼自分で計画を立てたため，日によって学習時間に差が見られたり，個人差が出たりした。 

 

４ その他 

▼普段のワークテストの問題量や形式と，学力テストとの差がかなりあり，問題の多 

さと文字の多さに抵抗感を持ってしまう児童が見られる。応用力を育てる手立てを 

考えていきたい。 

 

 



平成２９年度 学力向上のための取り組み＜成果・課題＞（小学校） 

白井市立大山口小学校 

 

平成２９年度 学力向上のための取り組み＜成果・課題＞ 

 ※進捗状況（成果）は「〇」、課題は「▼」 

 

１ 基礎的な知識及び技能を定着させるための取り組み 

  ◯読書活動推進補助教員に，読み聞かせやおすすめ本を紹介してもらい，読書に力を 

入れてきた。 

◯行事などの作文など書く機会を増やしたことで，書くことへの抵抗を減らすように 

した。 

◯基礎的な計算は繰り返し練習させた。長さやかさなどの学習は実際に操作活動を取

り入れ，量感を養うようにした。 

▼大小チャレンジで，系統性のあるプリントを作成するなどして，全校の取り組みと

してのステップ学習を考えていきたい。 

 

２ 思考力，判断力，表現力を高めるための取り組み 

○他学年に対する音読発表会を設けるなど，意図的に表現する場を設定した。 

◯少人数での話し合い活動を取り入れ，話したり聞いたりすることができるようにし 

た。 

 

３ 家庭学習をとおして 

○ドリルや音読を中心に毎日行い，基礎的な知識及び技能の定着を図るとともに，家

庭学習の習慣づけを図った。 

◯教科書以外の文章を読み取る力をつけるため，プリントにて家庭でも取り組ませた。 

▼学年が上がると学習内容が難しくなり，自力で問題を解けない児童もいた。学校で

もフォローしているが，時間の確保は難しい。 

 

４ その他 

  ○大小チャレンジに対する意識が，児童，保護者ともに高く，基礎学力定着に効果を 

感じる。 

  ○朝の会で行っている「詩の朗読」が，言葉に触れる機会としてとても良いと思う。 

 

 



平成２９年度 学力向上のための取り組み＜成果・課題＞（小学校）   

白井市立 清水口小学校 

 

平成２９年度 学力向上のための取り組み＜成果・課題＞ 

※進捗状況（成果）は「〇」、課題は「▼」 

 

１ 基礎的な知識及び技能を定着させるための取り組み 

〇毎日音読練習を家庭で取り組ませたことにより、教科書の分掌をすらすらと読むこ

とが出来た。毎日の練習で効果が出ている。漢字学習では、小テストで習熟度を確

認したり、定期的にまとめのテストを行ったりすることで、当該学年の漢字をしっ

かりと身につけてきた。計算プリントやドリルを使って復習したり繰り返し練習し

たりして、計算力が向上した。習熟度別の少人数授業や休み時間を利用した個別指

導を行い、基礎学力を定着させてきた。 

▼個人差が大きく、計算力の差が学力の差となっている部分が大きい。 

 

２ 思考力、判断力、表現力を高めるための取り組み 

〇帰りの会のスピーチや図工の作品の説明、絵日記や新聞にまとめさせる活動を通し

て、学習活動全般にわたって表現活動を活発に行った。自分の考えを書いたり伝え

たりする学習を行うことによって表現力を高めてきた。また話し合い活動も積極的

に取り入れ、話す聞く力をつけてきた。 

▼応用問題となると見通しを持つことができなくなる場面が見られた。日頃から、発

展的な問題に取り組ませる必要がある。 

 

３ 家庭学習をとおして 

〇毎日家庭学習で音読・漢字・計算に取り組ませた。間違い直しを徹底させ習熟まで

丁寧に取り組ませた。家庭学習が習慣化されてきた。 

▼学習を丁寧に見てくれる家庭があるが，自分で評価できるような習慣付けと条件を

整えてやることも学力向上に役立つと思われる。 

 

 

 



平成２９年度 学力向上のための取り組み＜成果・課題＞（小学校）   

白井市立 南山小学校 

 

平成２９年度 学力向上のための取り組み＜成果・課題＞ 

※進捗状況（成果）は「〇」、課題は「▼」 

１ 基礎的な知識及び技能を定着させるための取り組み 

（１）月例テスト 

○漢字の月例テストでは、一週間前に問題数を絞って解答を配付し、練習をしてからテストすることによ

り、子どもたちは、努力することで結果につながり、“できた感”を持つことができた。▼目的は「“で

きた感”をもたせる→やる気がでる→学力が上がる」であり、それに沿った問題の構成、取り組ませ方

を引き続き工夫していく。 

（２）読書活動 

○読書活動推進補助教員が常時図書室にいること、読み聞かせで本の紹介をすることや、スタンプラリー

を作ることなどにより、子どもたちの足が図書室に向くようになった。○「読書通帳」に記入すること

により、自分の読書量が目に見える形で残り、子どもたちの読書意欲につながった。また、毎月の「ベ

スト・リーダー」、「ベスト・クラス」を設け、全校の前で表彰することにより、がんばりが結果となっ

て表れる嬉しさを感じ、さらに読書に取り組もうという気持ちを持たせることができた。▼毎月の本の

貸し出しの、前年度比がマイナスである月もあった。どのような理由でマイナスになったのかを考え、

今後につなげたい。 

 

２ 思考力，判断力，表現力を高めるための取り組み 

（１）算数科の取り組み 

○学習の流れ（問題把握・見通し・自力解決・比較検討・まとめ）を全学年通じて同じように行うことに

より、学年が変わっても子どもたちが学習そのものの見通しをもって自分から取り組むことができるよ

うになってきた。○少人数指導の充実を図り、個に応じた指導で、児童が意欲をもって取り組めるよう

になってきた。▼個人差がはっきりする教科でもあるので、自力解決の前に、全体で見通しをもてるよ

うにしてから、個々の考えの時間をとり、どの児童にも“できた感”を持たせるように引き続き指導し

ていきたい。 

（２）ICT活用学習 

○ＩＣＴサポーターと連携をし、学習ソフトやデジタルコンテンツをいろいろな学習で利用することで、

子どもたちに興味関心を持たせることができた。 

 

３ 家庭学習をとおして 

（１）音読 

○音読カードを活用して、全校で毎日継続して音読を行った。何度も読むことで，文章が頭に入り，文章

理解の際にスムーズに話し合いを行うことができた。 

（２）自主学習 

○特に高学年では、自分で計画を立て、興味関心のあることがらを調べたり、学習したりすることで、自

分から学習する習慣が付いた。 

 

４ その他 

○職員会議等で、学力向上（月例テスト分析等）の提案をすることで、教師が意識を常に持てるようにし

た。 

 



平成２９年度 学力向上のための取り組み＜成果・課題＞（小学校） 

白井市立七次台小学校 

 

平成２９年度 学力向上のための取り組み＜成果・課題＞ 

※進捗状況（成果）は「〇」、課題は「▼」 

 

 １ 基礎的な知識及び技能を定着させるための取り組み 

  ○全学年毎朝１５分間の読書を行うことにより，落ち着いた状態て第１ 

校時の授業に臨むことができた。 

  ○毎月１回，計算大会と漢字大会を行うことにより，基礎学力がかな 

り定着した。 

  ▼教材備品や環境を整備し，指導の効率化を図る。 

   

 ２ 思考力・判断力・表現力を高めるための取り組み 

  ○低・中・高学年毎に「発表の仕方」のモデルを各教室に掲示したので， 
ある程度定着した。  

  ○授業参観で，年に１回は道徳やピアサポートの授業を実施し，保護者 

の協力を得ることができた。  

  ▼表現力を高めるために取り組んだグループ学習があまり機能してな 

かったので，更に工夫する必要がある。   

          

   

 ３ 家庭学習をとおして   

  ○宿題の他に音読をすることを全学年で徹底したので，協力する家庭が 

増えてきた。 

  ○「自学」を強力に勧めてきたので，意欲的に取り組む児童が増えてき 

た。 

  ▼宿題・音読・自学が滞る児童が学級に数人いるので，親の協力体制を 

もう少し強化する。 

  

 

 



平成２９年度 学力向上のための取り組み＜成果・課題＞（小学校） 

白井市立池の上小学校 

 

平成２９年度 学力向上のための取り組み＜成果・課題＞ 

進捗状況（成果）は「〇」、課題 

 

１ 基礎的な知識及び技能を定着させるための取り組み 

○漢字ドリルや計算ドリルを単元計画に合わせて実施し，復習を繰り返

し行うことにより定着を図った。 

 ◯熟語の構成など，言語事項についてはプリント等で習熟を図った。 

 ▼新出漢字の書きについては，更に日々のテストやドリル練習の充実を

図る必要がある。 

 

２ 思考力，判断力，表現力を高めるための取り組み 

 ○自分の考えをノートに書いたり，どのような方法で答えを導き出した

のかをノートに書き発表させたりすることにより，自分なりの考え方

を導き出すことができるようになった。 

 ○図や数直線に表して整理してから立式したり計算したりするように指

導してきたので，文章問題への抵 

 抗感が減った。立式も良くできるようになった。 

 ▼国語科において，筆者の考えに対する自分の考えを書いたり，物語の

続き話を書いたりして，文字を書く活動の充実を図る必要がある。 

 

３ 家庭学習をとおして 

 ○毎日宿題を出し，家庭学習に取り組ませた。自学では自分の苦手な教

科の学習に取り組ませ，基礎基本の定着を図ることができた。 

▼時間の確保はできてきたが，学習内容の充実を図る必要がある。 

 

 



平成２９年度 学力向上のための取り組み＜成果・課題＞（小学校）   

白井市立桜台小学校 

 

平成２９年度 学力向上のための取り組み＜成果・課題＞ 

※進捗状況（成果）は「〇」、課題は「▼」 

 

１ 基礎的な知識及び技能を定着させるための取り組み 

◯朝の読書タイムとスキルアップタイムは、児童にとって無理なく取り

組むことのできる時程・内容であったため、児童に基礎的な力をつけ

ていくことができた。 

▼児童の実態に応じて、取り組み方や内容の工夫をしていきたい。 

 

２ 思考力，判断力，表現力を高めるための取り組み 

◯算数科の授業では、主体的・協働的に学ぶ場を工夫して設定し、指導し

てきた。様々な授業実践を通して、児童の話し合う力がついてきた。 

▼主体的・対話的で深い学びを目指した授業実践をしていきたい。 

 

３ 家庭学習をとおして 

◯家庭学習課題を出すことで、家庭での学習習慣を身に付けさせること

ができた。 

▼家庭学習を通して、保護者に学力向上への意識をもってもらうことが

できるようにしたい。 
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