
事 業 報 告 書

１ 市町村教育委員会における取組

（１）研究成果の普及

１，３年間の研究の成果を県内の小・中学校対象に周知する「確かな学力」研究推

進校授業公開の実施

２，校長会、教頭会、教務主任会等で指定校の取組を含め、域内の学力向上の取組に

ついての情報交換、協議の実施

３，玉村町授業交流会（玉村町全教職員研修）における情報交換・協議の実施

（教科領域部会、学力向上部会）

４，広報たまむらにおいて、町全体に周知

２ 研究推進校における取組

（１）研究の成果

研究主題 学力向上を図るための組織的な取組に関する研究

－「チャレンジアップタイム（ＣＵタイム）」を核にした取組を通して－

①全国学力学習状況調査・玉村町学力調査・新体力テスト結果推移

◇平成 28 年度全国学力学習状況調査の平均正答率の推移を見ると、国語・算数とも
上昇傾向を示している。特に、国語Ｂ・算数Ｂの上昇が著しい。

http://www.town.tamamura.lg.jp/uploaded/attachment/7180.pdf


◇平成 28 年度玉村町学力調査（ＮＲＴ）の偏差値の推移を見ると３年生から中学１年
生まですべての学年において上昇傾向を示している。

◇新体力テスト合計点の推移を見ると、４年生男子、５年生女子を除き、すべての学

年で上昇を示している。



②上記の成果をもたらした本校の取組

◇組織的に

・校内研修において、参考文献や授業 DVD等を活用して、
「めあて」の設定⇒「まとめ」⇒「振り返り」の授業スタイル

「板書の構造化」と「子どもの心を揺さぶる発問力」

を共有し、互いに授業参観や指導案検討を行ったことで、子ども同士の学び合いに焦

点化が図れたとともに、子ども主体の授業への転換が図れた。

・「確かな学力」研究推進校としての取組を推進する上で、校内研修がその原動力にな

るという共通理解のもと「校内研修ビジョン」を意識した授業経営・学級経営がなさ

れ、それぞれの担当が学力向上を意識した組織的な取組につなげることができた。

・話型カード（「まず」「次に」「最後に」「なぜなら」等）を全学級に配付し、説明しな

がら自分の言葉で課題を解決するツールとして活用した。

・新体力テストに取り組む際

目標を立て努力する → 結果が見えてくる → 自分の向上を実感する → 挑戦しよう

とする心 → 次の目標を立て努力する

という学習過程を重視し、共通理解のもと実施した。

◇チャレンジアップタイム

・チャレンジアップ主任を中心にチャレンジ２５の取組を改善し継続したことで、全校

に浸透し、子どもたちの学習意欲の喚起につながっている。

・チャレンジアップタイムを教育課程（週予定）に継続的に位置付け、全校統一した学

習プリントを使用したことで教師が学習の系統を意識することができ、個に応じた支

援につながっている。

・１年生から６年生までのチャレンジアップコーナーの設置が完了し、子どもたちが自

分で選んだプリントを学習する活動を継続的に行うことで学習意欲の喚起につながっ

ている。

・外国語活動主任を中心にチャレンジアップイングリッシュ（全校リスニング）を実施

したことで楽しみながら英語に挑戦しようとする雰囲気が醸成された。

◇家庭学習との連続性

・チャレンジアップノート（自主学習ノート）を活用し、全校で実施することができた。

学校と家庭における学習の連続性を意識したことで、家庭学習の定着につながってい

る。

◇自己肯定感

・高学年が中学年や低学年に学習を教える「縦割り学習」を取り入れたことで、異学年

による「共に学び合う」を設定することができ、「相手にわかりやすく教える」コミ

ュニケーション能力の向上につながっている。

・「ほめ言葉のシャワー」や「成長日記」、ＱＵやＣ＆Ｓの結果分析の取組を学級経営に

反映させることが学力向上の基盤であることを共通理解した。

＊添付資料参照

平成28年度「学力向上」アクションプラン

平成28年度校内研修ビジョン

上陽小における学力向上と体力向上の相関関係構造図



（２）研究成果の普及

平成２８年 ６月１７日（金）前期要請訪問 授業公開

平成２８年１１月１８日（金）「確かな学力」発表 授業公開

日 時 ： 平 成 28年11月18日（金）13：30～16：30

公開授業 ：研究に基づく授業公開（３授業）

２年国語「おもちゃの作り方」 富 澤 由 宇 子 教 諭

４年算数「面積のはかり方と表し方」 石川 侑哉 教諭

６年社会「新しい日本、平和な日本へ」 増田 眞次 教諭

授業研究会：国語部会 参加者 ２４名

算数部会 参加者 ４６名

社会部会 参加者 ２９名

その他、教育委員会関係者

全 体 会：上陽小学校（「確かな学力」推進校）の取組実践発表

指導講評 中部教育事務所 村井正典 指導主事

（３）今後の課題

・活用型の授業実践（①既存の学習スキルを活用して課題を解決する。②「まず」「次

に」「最後に」等、言葉で解決の過程を説明し合い、課題を解決する。③難しい課題

に進んで挑戦する。＝主体的・協働的な学び）をより意識した実践とする。

・家庭学習の習慣化をより一層進めていくために、学級・学年懇談会、学級・学年通信

等を活用し、保護者のバックアップ体制を浸透させていく。さらに、予習のススメを

呼びかけ、チャレンジアップノート（自主学習）の効果的な活用を図る。

・新学習指導要領を見据え、子どもたちが自ら課題を発見し解決していこうとする能動

的な学びとするために本校の学び合いの蓄積を整理・統合していく。（考え、表現さ

せる授業を意識する。）

・月曜日のチャレンジアップイングリッシュ（全校リスニング）を継続することで子ど

もたちの学習喚起につなげていく。

・全国学力状況調査や町のＮＲＴ標準学力検査の分析結果をもとにチャレンジアップタ

イムや日々の授業に全校体制で生かしていく。
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平成２８年度「学力向上アクションプラン」
玉村町立上陽小学校

■ 学力向上委員会による組織的な取組（継続）
１ 取組
○「学力向上アクションプラン（学力向上計画）」を作成する。
○自校の学力向上に関わる実態を把握し、課題を明確にするとともに、自校の課題を解決するための
取組を具体化する。

○学校全体で「学力向上計画」に基づく取組が実施できているか適宜進捗状況を確認する。
○「全国学力・学習状況調査」をはじめとする学力調査・学力検査や学校評価等の結果から、取組の
効果を評価し改善を図る。

(2) 学力向上コーディネーター（推進担当者）
○ＯＪＴのもと、学力向上の取組におけるＰＤＣＡサイクルが円滑にいくように推進し、全校体制で
組織的な取組になるようにマネージメントをする。

○学力向上特配をアクションプランの推進に効果的に活用できるようにする。
(3) 学力向上委員→校長・教頭・教務・学力向上ＣＯ・学力向上副ＣＯ・研修主任・研修副主任

生徒指導主任・体育主任

■ 学力向上を図る具体的な方策
１ 楽しく分かる「授業の充実」（継続）
(1) 授業スタイルの確立→ 『見通し・振り返り学習活動』 の徹底
①授業の冒頭で目標（ねらい）を児童に示す
②授業の最後に学習したことを振り返る活動を計画的に取り入れる
③ めあての設定 → 自力解決 → 学び合い → まとめ → 振り返り

●高学年の算数・国語・理科での特配の効果的な活用
(2) 授業のユニバーサルデザイン→どの子にも基礎・基本が身に付くよう一人一人に応じた指導
(3) 高学年の教科担当制を推進し、教員の教科専門や得意科目を生かした授業づくり
(4) 板書の構造化

２ 授業力の向上（継続＋α）
(1) 思考力・判断力・表現力を育む授業改善
○ワークショップ型研修を中核とした校内研修への取り組み
○「共に学び合う授業の創造」のテーマを追究する実践的な校内研修
○家庭学習の充実（チャレンジアップノート・予習の推奨）
⇒自ら課題を見つけ、解決しようとする能動的な学び（本校の学び合いの蓄積を整理・統合し新学習指導要
領へのアプローチ）

(2) ＴＴ体制の改善（ＴＴの日常化）
●特配教員→「ＴＴの日常化」のコーディネーターとしての役割
○全職員の空き時間等を活用した「ＴＴの日常化」を推進
○専門性の高い教師がＴＴをリードし、活用型授業を実践
○単に個別指導のＴＴではなく、子どもの思考の状況に合わせＴ１とＴ２が自然に入れ替わる
○課題解決の強力なツールとして活用
○ＴＴ授業を通した教材の共同開発・指導案作成の共同作業（ティーム･プラニング）

(3) 管理職の授業参観の活用→参観授業や授業記録の公開により職員が互いに学び合い高め合う場
とする。

(4) Q･U、C＆Ｓ調査分析によるよりよい学級集団・学習集団づくりを基盤にした学習環境の充実

３ きめ細かな指導の充実（継続）内容は略

４ 基礎基本の習得と応用力・活用力の向上… チャレンジアップ大作戦 （継続）
(1)「チャレンジアップタイム」（ＣＵタイム）の活用
○朝 CUタイム ・「基礎」＋「思考力を育む課題」担任のアドバイスのもと子どもたち
（週２回実施） がプリントを選択

○月６CUタイム ・全校英語ヒアリングの実施
○木６ CUタイム ・チャレンジアップ問題（活用問題に挑戦）予習の推奨

（委・クのない６時間目）
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●運営・連絡調整、チャレンジアップ問題の作成（算数・国語）はチャレンジアップ担当を中心に学年
ブロックごとの研修部がサポートする。

(2) チャレンジアップコーナーの運営（●チャレンジアップ担当が企画）
(3) 高学年による校内学力調査の実施

５ 学習規律の定着（全校体制）
・授業の受け方 ・学習の準備 ・発言や発表の仕方 ・話し合いの仕方 等々

６ ２学期制のよさを生かした「学びの連続性」の効果的な推進
○「振り返り・学習計画カード」の見直しと効果的な活用

７ 学力と体力向上との関連
○朝の自主運動を奨励し、心身共にすっきりしてから授業に臨めるようにする。

８ 学習習慣の確立（家庭地域との連携）
○チャレンジアップノート（自主学習）を学校全体で実施する。（自ら課題を見つける予習のススメ）
○家庭学習のやり方が分かるように、「家庭学習の手引き」を活用する。
○定期的な生活習慣の振り返りによる家庭学習の状況確認と改善
○家庭学習の手引きの裏面にチャレンジアップノートの例を示し、自主学習への意欲付けにつなげる。
○学級学年懇談会で､家庭学習を支える保護者の姿勢や子どもへのアドバイスの仕方を具体的に伝える。

９ 「確かな学力」研究推進校としての取組と関連付けた校内研修ビジョン

「共に学び合う授業の創造」【４年次】－言語活動の充実を通して－

研修内容は略

研究指定「学力向上を図るための組織的な取組に関する研究」【３年次】
－チャレンジアップタイム（CUタイム）を核にした取組を通して－

◇チャレンジアップタイム⇒朝CUタイム（１５分程度・反復学習）
放課後CUタイム（４５分程度・活用力の育成）
月曜日５校時後のCUタイム（１５分程度・英語のヒアリング）

◇チャレンジアップコーナー、スーパーチャレンジアップコーナーの効果的活用
◇学習への意欲付け⇒チャレンジ２５、全校ヒアリング・チャレンジアップノート（自主学習）

「CUタイム」＋「CUコーナー」＋「チャレンジアップノート」（３本の矢）＝ 学力向上

支えるもの
自己肯定感を高める

◇家庭学習における保護者のバックアップ体制の確立
◇チャレンジアップノートの効果的な活用・予習のススメ
◇ほめ言葉のシャワー
◇音楽集会や６年生を送る会などでのアウトプット（発表の場⇒練習を積み重ねた）
◇成長日記・感謝のメッセージカード
◇体力向上（長縄大会等）
◇縦割り学習（ルールレンジャーの活用）
◇QU、C＆Sの分析および活用
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平成２８年度 上陽小校内研修ビジョン

学校教育目標

かしこく「よく考える子」 なかよく「たすけ合える子」 元気よく「たくましい子」

学校経営１０のポイント

◇組織一丸 ◇学力向上指定３年目 ◇プロ意識（教師力） ◇信頼できる人間関係 ◇体力向上
◇成果の実感 ◇前向きな発想 ◇腕を磨く ◇学びのステージ（学びの連続性）
◇学校と地域の強い連携

「共に学び合う授業の創造」【４年次】
－言語活動の充実を通して－

◇単元を見通した言語活動（単元への位置づけ）⇒子どもたちの発言力を鍛える工夫
◇板書の構造化⇒発問の精選
◆自ら課題を見つけ、学び合いの中から解決しようとする能動的な学び
（本校の学び合いの蓄積を整理・統合し新学習指導要領へのアプローチ）

◇「確かな学力」研究推進校としての取組と日常の授業を「つなぐ」ことを意識化
【県による学力向上対策の課題として】
◎伸ばしたい資質・能力を明確にし、必要な学習活動を行う。
◎「考え、表現させる授業」を充実させる。

「学力向上を図るための組織的な取組に関する研究」【３年次】
－チャレンジアップタイム（CUタイム）を核にした取組を通して－

◇チャレンジアップタイム⇒朝CUタイム（１５分程度・反復学習）
放課後CUタイム（４５分程度・活用力の育成）

◆月曜日５校時後のCUタイム（１５分程度・英語のヒアリング）

◇チャレンジアップコーナー、スーパーチャレンジアップコーナーの効果的活用
◇学習への意欲付け⇒チャレンジ２５、全校リスニング・チャレンジアップノート（自主学習）

CUタイム＋CUコーナー＋チャレンジアップノート（３本の矢）＝学力向上

支えるもの

自己肯定感を高める

◆家庭学習における保護者のバックアップ体制の確立
◆チャレンジアップノートの効果的な活用・予習のススメ
◇ほめ言葉のシャワー
◇音楽集会や６年生を送る会などでのアウトプット（発表の場⇒練習を積み重ねた）
◇成長日記・感謝のメッセージカード
◇体力向上（長縄大会等）
◇縦割り学習
◇QU、C＆Sの分析および活用



- 2 -

◇３年次の発表を意識した実践
・「めあて」「ふりかえり」「板書の構造化」「子どもたちの発言力」からなる授業実践の公開や
集会活動、チャレンジアップタイム（縦割り学習など）の公開を意識した実践

◆全国学力状況調査、玉村町ＮＲＴ総合学力調査、学校評価アンケート結果を客観的に分析

【低学年ブロック】
○目指す子ども像（共に学び合う子どもの姿）

・小グループの中で話し合ったことを発表し、その記述や発表からさらに気付いた
思いや考えを出し合う子ども

【中学年ブロック】
○目指す子ども像（共に学び合う子どもの姿）

・自分の考えに根拠をもち、友だちの考えに共感したり、反論したりする子ども

【高学年ブロック】
○目指す子ども像（共に学び合う子どもの姿）

・思考の根拠や過程を明らかにし、友だちの考えと比較したり、新たな課題を見つ
けたりする子ども

学力向上の概念図

学校・教師同士 家庭・保護者に対して
・ビジョンの共有（めあて・振 ・チャレンジアップノートの
り返りの徹底 板書力） 効果的活用（自主学習の定着）

・相互評価（腕を磨く授業の参 ・予習のススメ（自ら課題を発
観） 見する能動的な学び）

・チームワーク（組織一丸） ・子どもに寄り添う家庭学習
（教え方のアドバイス）

学びの実感・能動的な学び
自ら課題を発見し解決していく

能動的な学び 【子ども】
○「できた」「わかった」「またやりたい」を自覚している 学びの
○「学んだことが役立った」「使える」を自覚している。 ⇒ 成果を実感
○「変わった」「成長した」を自覚している。

子どもたちに対して
・学習のルール
・しかけ（活動の組み立て）
・評価（ほめる・ゆさぶる・

おいこむ）
・振り返りの機会

学び合いは認め合い「自己肯定感を高める学級づくり」
授業のユニバーサルデザイン化
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・６年生と１年生、５年生と２年 

 ４年生と３年生とのペアリング 

 ⇒学び合いの場の設定 

・高学年は年２回実施 

 ⇒目標の設定 

学級力・所属感・自己肯定感の高揚 

 

 

挑戦しようとする心の醸成 

学力向上・チャレンジアップタイム 

体力向上 

新
体
力
テ
ス
ト 

運
動
だ
よ
り
の
配
付 

運
動
集
会 

朝
の
自
主
運
動 

前期・後期長縄大会 

ほめ言葉・よいとこ見つけ全校で実施 


