
『日新の学ぶ力の育成プログラム』平成 27年の成果と課題 

１， 札幌市「学習などについてのアンケート」から 
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1,3,4,9,13,15,19,20 の設問に対

し、肯定的な自己評価が、昨年度

よ り 多 く な っ て い る 。 一 方

2,12,17,18 の設問について昨年度

より少なくなっている。全市平均

とほぼ同程度か上回っている点が

多いが、2, 16, 18については下回

っている。目標をもち考え合いな

がら学習する力の育ちと共に、粘

り強く追求する力や、身の回りに

目を向け、積極的に関わる力と意

欲の向上の必要性が読み取れる。 

1,授業中、自分で疑問やめあてをもって学習にとりくもうとしている 

2,わからないことは、自分で調べてはっきりさせようとしている 

3,勉強していて、おもしろい、楽しいと思うことがよくある 

4,意見の違う人とも、よく話し合おうとしている 

5,今の自分にとって、どのように勉強するのがよいか分かっている 

6,勉強で同じ間違いを繰り返さないように気をつけている 

7,新しく習ったことは、繰り返し練習をしている 

8,普段から、計画を立てて勉強している 

9,分からないことは、そのままにせず、分かるまで努力するようにしている 

10,意見を書くときには、その理由をはっきりさせて書くようにしている 

11,意見を発言する前に自分の考えがうまく伝わるように、話の内容や順序を考えている 

12,授業中、自分の意見を進んで発表している 

13,授業中、友達や先生の説明、意見を終わりまで聞いている 

14,人の意見を聞いて、それを参考にして自分の考えを見直すことがよくある 

15,習ったことや知っていることを使って、自分で考えることが大事だと思う 

16,学校で好きな授業がある 

17,授業中に分からないことがあったときに、友達や先生に聞くようにしている 

18,困ったとき、悩みがあるときは、人に相談するようにしている 

19,外国の人と交流する機会を持ちたいと思う 

20,札幌には、好きな場所やものがある（自然、建物、イベント、歴史、文化など） 

「札幌市 学習などについてのアンケート」から 

昨年度の実態調査から課題と捉え、27 年度学ぶ力の育成プランの目標の一つに示した「考

え合う学習のさらなる必要性」＝「考え合う力の育成」、「外国に対する関心」「地域の活動や

自然や人々のくらし等への関心」を示す項目が向上している。 

 



 

 

 

 

 

 

 

２ 学力学習状況調査から 

(1) 国語 

・全ての項目が全国平均を上回っている 

・特に A問題の「読むこと」、B問題の「書くこと」に成果が顕著に表れている 

・「読むこと・聞くこと」について成果があるが、さらに向上が見込まれる 

(2) 算数 

・全ての項目が全国平均を上回っている 

・特に AB両問題とも「数と計算」に成果が顕著に表れている 

・「数量関係」ついて成果はあるが、さらに向上が見込まれる 

(3) 理科 

・「物質・地球」の項目は全国平均を上回っている。 

・「エネルギー・生命」の項目は全国平均と同程度であるがやや上回っている 

・「グラフを基に考察し記述すること」「ものの性質を他の仕組みに適用すること」「試行した

結果を基に自分の考えを改善できること」などに課題がある 

(4) 質問紙から 

・国語・算数・理科の勉強は「好きですか」「大切だと思いますか」「よく分かりますか」の各

質問には８０％～９０％と肯定的な回答が多い。また、「自分の考えを周りの人に説明したり

発表している」「資料を読み自分の考えを話したり書いたりしている」「もっと簡単な解き方は

ないか考える」の各回答にも肯定的な回答が多く全国平均を上回っている項目も多い。 

・一方、「理科で学習したことは将来社会に出たときに役に立つ」「算数で回答しなかったりあ

きらめたりしたことがあった」「自分の考えを書くとき、考えの理由が分かるように気をつけ

ている」と言った項目に肯定的な回答が少なかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  また、「書く力の重視」や「外部検定の利用」によって、自らの成長・向上を見つめる機会

となり、意欲向上につながっている。また、「子どもに問いが生まれること」「協働しながら

学びを深めること」を授業研究の柱においてきたことも主体的学習態度を育てた。 

 一方、「分からないことを自分で調べる」「進んで発表する」など根気強く追究する力をさ

らに育てる必要がある。 

学力学習状況調査から 

国語や算数では、『子どもが協働することを目指した授業づくり』『パワーアップタイム』

『自主学習の取り組み』『書く活動の重視』『外部検定の利用』など成果が表れていると考え

る。一方理科では、結果について考察したり、分かっていることを他のものに適用させて考

えたりする力を伸ばすことが課題として浮き彫りになっている。 

また、多角的に考える力の育ちも今後期待される。今後「事象をじっくり観察したり予

想を具体的な結果と結びつけて考えたりする指導」「ものづくりを通し学んだことについて

目的意識を持って適用する指導」「計画通りできないときに予想や仮説方法を見直すなどの

指導」を強めたい。 

 



３ 授業研究と考え合う力の育ち 

 11月 20日、全道、全市から 341名の参加者を得て研

究会を行った。『共に学び、自らを高めるたくましい子ど

もの育成』を研究主題に、「問いが生まれ“協働”しなが

ら学びが深まる授業」を副主題として国語・書写・社会・

算数・理科・音楽・特別支援教育・進路探究学習の 授業

を公開した。授業後の分科会にも多くの参会者にご参加

いただいたが、その際以下の 2点についてアンケート評

価をお願いし、155人の回答をいただいた。 

(1) 授業は研究主題に迫っていましたか。 

(2) 授業は副主題に迫っていましたか。 

95％以上の参会者が「共に

学び、自らを高めている」「協

働しながら学びを深めている」

子どもの姿について、迫った

と認めてくださっている。 

 

 

４ 標準学力テストから 

 2 年生から 6 年生が国語と算数の学力テストを行い、各学年学級及び個人の傾向や状況を把握し、

指導に役立てている。6月 16日学校・学年の傾向について職員が話合い、課題を共通理解した。 

総合偏差値平均は全国比で 5ポイント程度高いが個人差も大きく、算数に於ける少人数指導をさら

に強化することを決め、実施している。 
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分科会での話合いから 

〈成果として〉 

・4月からの学習を通して育てた「考え合う姿勢」が見られる 

・「学習前と後で自分の変容を見取る」ことにより、達成感や認め合いにつながっている 

・「社会事象の意味や価値の本質的理解」に子どもが迫っていた 

・「転移する力」を育むことに賛同 

・「ものから学ぶ」ことを第一に考え具現化できた 

・「比べる活動」が考え合うきっかけとなった 

・「浸る」「振り返る」の組み合わせが問いを生んだ 

・高学年ほど「進路探究の積み重ね」が生きている 

〈課題として〉 

・「個の思考場面」の顕在化と教師の関わり方の研究を 

・音楽に新しい視点が加わる体験の工夫を 

・板書の構造化をより鮮明に 

・「進路探究」と他教科との関連性を考えていく必要 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 日常指導の共通化 

 今年度新設した「学年学級経営部」を中心に、日常指導

について共有した。 

① ノートの書き方指導や評価の共有 

② 自主学習の指導の交流 

③ 「書く」「話す」「読む」「聞く」指導の共有 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 英語に対する関心意欲の向上 

 今年度から英語活動を専科で行った。英語専科教諭が授業を行うことで、子どもたちからは「わ

かりやすい」「活動が楽しい」と言う声が授業アンケートにも多い。また、札幌市 学習に関す

るアンケートの「外国の人と交流する機会を持ちたいと思う」の項目では、昨年度 72.88％から 77.8％

に向上している。これまでゲームなどで会話パター

ンを楽しみ、英会話に親しむことが中心であった

が、書く活動やグループによる活動を取り入れる

ことで、意志や感情を伝える学習に進むことがで

きたと考える。これらの成果は専科教諭と本校の

英語担当教諭の努力に負うものである。次年度も

継続しながらこれらの学習を本校の英語活動の

標準学力テストから 

今年度重点的に習熟度別学習を進めてきた「量と測定」や書く活動の中で重視した「漢字

についての理解」においては、各学年とも 3 ポイント～5 ポイント向上した。しかし、領域に

よっては個人差が大きく、正答率及び全国比の向上に課題を残した。学年ごとで特に課題と捉

えたのは以下の項目である。 

2学年…数と計算領域「足し算と引き算」、図形領域「ものの位置」、書く領域「正しく書く」 

3学年…数と計算領域「足し算と引き算」、量と測定領域「長さ」、言語領域「漢字の読み書き」 

4学年…比較的高い値を示し大きく落ち込んでいる項目はない。図形をさらに高める、言語領

域「漢字の構成・読み・書き」「ローマ字」をさらに高める。 

5 学年…数と計算領域「２つの量の関係」、量と測定領域「角」。話すこと領域「聞き取り」、

言語領域「修飾被修飾の理解」。 

6学年…比較的高い値を示しているがその中では、量と測定領域「面積」数と計算「分数」を

さらに高める。書くこと領域「表現を工夫して書く」「組み立てを工夫して書く」を

さらに高める。 

 

研究実践発表会の話合いやアンケートの記述に「どの教室の子どもも話し方が共通に積極的だ

った」「低中高学年の学びを見て学校としての育ちが感じられる」など日常指導の成果について数

多く寄せられた。また、保護者アンケートにおいて、自主学習についての成果を認める声が増え

てきている。 

こうした日常指導の共有によって指導の共通化や独自性の交流が行われたことが成果に結びつ

いたと考える。今後も継続していきたい。 



カリキュラムにしていくことが不可欠である。 

 

 

 

 

 

 

７ 「進路探究学習」並びに「地域へ飛び出せ」の活動 

札幌市「学習などについてのアンケート」において以下の項目が昨年度に比べ伸びている。 

4,意見の違う人とも、よく話し合おうとしている（昨年度 76.1→今年度 78.9） 

15,習ったことや知っていることを使って、自分で考えることが大事だと思う（昨年度 83.7→今年度 94.4） 

20,札幌には、好きな場所やものがある（自然、建物、イベント、歴史、文化など）（昨年度 81.5→今年度 91.1） 

 夏休み中のラジオ体操に参加したときに押してもらったスタンプの数を集計したところ、昨年

度の５７７５回から今年度は６３７８回と大きく数を伸ばした。平均すると一人あたり 10 回は参加

した計算になる。こうした面からも地域に飛び出そうとする意欲の高まりが見られる。 

 校内児童アンケートでは、 

 ○PTAや地域行事に積極的に参加しようと考えている（８４％） 

 ○地域を利用した学習に興味を持って取り組んでいる（８９％） 

 と高い意欲がある。 

  

 

 

 

 

 

 

 

８ 外部検定の利用 

① 漢字検定   参加者 ２２７名 （昨年 １６０名） 

② 算数検定   参加者 １３７名 （昨年  ７０名） 

③ 席書大会   参加者 １６０名 （昨年 １５０名） 

④ 日本語検定  参加者  ２２名 （昨年  ３０名） 

 

 

 

外部検定の利用から 

日本語検定以外は大幅に増えている。それぞれが自分で目標を立て、学習し挑戦した現

れだと考える。席書大会については、今年度団体賞 優秀校を得ている。 

 

専科教諭による英語活動は、効果的に児童の表現を引き出す工夫や、読む活動や書く活動まで幅広く

取り上げることにより、英語力並びに英語を使うことに対する意欲が高まった。特に基礎的な語句の

指導を正確にすることの大切さを確認することができた。この成果を記録化し、本校の英語活動とし

て定着させることが課題となる。 

まだ積極的と言える段階ではないが、子どもは地域を意識し縄跳び大会やカルタ大会や敬老会など地

域活動への参加が増えてきている。さらに進路探究学習の取組によって、地域の方々から学ぶ機会が

毎年多くなってきている。これらの取組は子どもの生活に張りを与えると共に、保護者を巻き込んだ

しかし、進路探究学習は取り組みが始まったばかりであり、教育課程に根付いているとはいえない。

今後もカリキュラムの開発や教育課程への関連の強化を進めていきたい。 



 

 

 

成果 

◎基礎学力の向上が見られた（本校実施の学力調査より） 

◎協働し学び合う力の向上が確かめられた（教育実践発表会より） 

◎書く・読む・聞く・話す力の向上（授業研究、札幌市アンケートより） 

◎目標をもち、挑戦する意欲の向上（学力状況調査、札幌市アンケートより） 

◎自主学習の定着（保護者アンケートより） 

◎英語に対する関心意欲の高まり 

課題 

▲考え合う学習のさらなる必要性（本校の保護者・児童・教師アンケートより） 

▲学習において個を支える少人数指導のさらなる充実 

▲理科を通して「事象をじっくり観察したり予想を具体的な結果と結びつけて

考えたりする力」「学んだことについて目的意識を持って適用する力」「計画通

りできないときに予想や仮説方法を見直す力」を育てる（学力状況調査、札幌

市アンケートより） 

▲地域の活動や自然や人々のくらし等への関心（同上） 

 

 


