
 

平成 28 年度  

学力定着度調査に関する小中連携による学力向上に向けた取り組み  

―鮫浜小学校、立会小学校、浜川小学校、浜川中学校― 

 

１．７年生の調査結果から見られる５～７年生における課題  

 小中連携による学力向上に向けた取り組みについて、児童・生徒の現状を振

り返り、今後取り組むべき内容について小中連携校で検討をしました。その結

果、教科指導に関して次の点について、小中が連携して取り組む必要があると

の共通認識を得ました。  

○国語について 

□５、６年生での指導の課題  

＜漢字・言語事項＞ 

 「漢字の読み」は１０問中８問が習熟基準を上回りましたが、「書き」は  

１０問中３問しか習熟基準を上回らず、正答率が下回っています。同訓異字や、

部首については、まだ定着の度合いが低い傾向にあります。漢字辞典を活用し

て、漢字そのものの意味を調べたり、使い方を学習したりする必要があります。

また、漢字ステージをさらに活用し、繰り返し学習していくことが必要です。  

言語事項に関しては、語句に関する知識は比較的あるものの、「～そうだ。」

の使い分け（表現の違い）などが理解できない傾向が見られます。短文作りな

どの学習で、表現の違いを理解していく必要があります。  

<文学的文章の読み> 

 ５問中４問が習熟基準を上回りました。「登場人物の心情を読み取る」問題

の正答率がかなり高かった反面、１問だけ、「文脈から話の内容を理解する」

問題の習熟度が、基準を下回りました。文章全体のつながりを捉えながら読解

することができていないことが原因と考えられます。段落ごとに要点を捉えな

がら、読解を進めていくだけでなく、「始、中、終」と、話の展開を大きくと

らえていくような授業も展開していきます。  

<説明的文章の読み> 

 ６問中３問が習熟基準を下回りました。正答しているものの中にも、「段落

相互の関係を捉える」問題など、正答率の悪いものもあります。下回った問題

は、「内容相互の関係を捉える」「筆者の考えを決められた字数で書く」「文

章の中心的な部分に注意して、要旨を捉える」の３問です。文章全体を捉えな

がら文脈に沿って物事を論理的に読み取る力が不足していることが分かります。

内容を捉えられてもそれを表現する力に欠けることや、文章が長くなると全体

を捉えることができないようです。大枠で内容や主題を捉えさせるとともに、

段落のキーワードを捉えて内容や要旨をつかんでいく必要があります。  

<作文> 

 ４問中２問が習熟基準を下回りました。下回ったのは、「グラフから読み  
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取った内容を簡潔にまとめる」と「指定語を使って自分の考えを書く」ことの

２問です。国語の授業だけでなく、他教科においても、グラフや表を読み取る

練習をする必要があります。また、自分の考えを文字で表現することが苦手の

ようです。日頃より様々な題材について、自分の考えを書く機会をふやす必要

があります。  

 

□７年生での指導の課題 

＜言語事項＞  

 漢字に関しては小学校で習う漢字の「書き取り」と中学校で習う漢字の「読

み取り」に重点をおき、語彙力の向上を図るために辞書を引く習慣を付けてい

く必要があります。  

<文学的文章の読み> 

登場人物の心情を読み取るために描写から読み取る力を養いながら、文章の

内容を整理して読み込む必要があります。  

<説明的文章の読み> 

キーワードやキーセンテンスに注目しながら段落ごとの要約をし、論理の展

開を把握して筆者の述べたいことを読み取る必要があります。  

<作文> 

 日頃より身近な事柄に問題意識をもち、自分の意見を話し言葉でも書き言葉

でも伝えられるようになる必要があります。  

 

○算数・数学について 

□５年生での指導の課題 

・「小数×小数の計算問題」が習熟基準を下回りました。小数点の位置につい

ての定着が図れるよう、繰り返し練習することが必要です。  

・「最小公倍数（最大公約数）の意味を理解し、２つの数の最小公倍数（最大

公約数）を求める問題」がともに習熟基準を下回りました。約数と倍数、公約

数と公倍数も含めて、用語の意味を理解できるよう、具体的な数を使ったてい

ねいな指導が必要です。さらに、２つの数の倍数（約数）を考えさせる問題を

増やし、定着させることが大切です。  

・「三角形の内角と外角の性質を理解し、角の大きさを求める問題」が習熟基

準を下回りました。三角形の内角の和は１８０°であることをしっかりと理解

して、問題に取り組むことが大切です。  

・「直方体の体積の求め方を理解し、直方体を組み合わせた形の体積を求める

問題」が習熟基準を下回りました。見取り図だけでなく、模型やシミュレー  

ションを示して、合成と分解といった立体の見方を豊かにすることが大切です。 

・「２つのグラフから必要な情報を読み取り、割合を使って値を求める問題」

が習熟基準を下回りました。グラフの読み取り方をしっかり理解するとともに、

割合の意味を理解することに配慮する必要があります。  

 



□６年生での指導の課題 

・「比の意味を理解し、比の値を求める問題」が習熟基準を下回りました。比

べられる数量ともとになる数量を明らかにし、比と比の値の意味をていねいに

扱うことが大切です。  

・習熟基準を下回る問題ではありませんが、正答率が７０％に達しない以下の

３項目は、今後も配慮が必要です。  

①  通分や小数の概念をしっかりと認識させ、繰り返し問題を解くこと。  

②  体積を求める公式を覚えて使えるようにするとともに、図形の見方を変えた

り、区切って考えたりするなど、イメージをつなげていくこと。  

③  確率を樹形図で考えることの利便性を理解して使用できるようにするとと

もに、どのような起こりうる場合があるか判断できるようにすること。  

 

□７年生での指導の課題 

・「正負の数（分数）の加法の計算のしくみを理解し、計算する問題」と「正

負の数の累乗計算のしくみを理解し、計算する問題」、「正負の数のかっこ付

四則混合計算のしくみを理解し、計算する問題」が習熟基準を下回りました。

小学校で学習した小数・分数の計算の意味、計算の順番をていねいに復習し、

指導することが大切です。また、負の数の累乗について、例と問題練習を増や

すなどの工夫が必要です。  

・「未知数を含む文章題の数量関係を、不等式で表す問題」が習熟基準を下回

りました。文章題を見るだけで拒絶反応を示す生徒も多くいます。具体的な数

値を使って、左辺と右辺のいずれか大きい方を示し、不等号の向きに注意させ

ていくことが大切です。  

 

 

・「比例の意味を理解し、ｘとｙの値から比例の関係を式で表す問題」「反比

例のグラフについて理解し、反比例の式からグラフを選ぶ問題」が習熟基準を

下回りました。比例、反比例の特徴を、表、グラフ、式の観点で比較しながら

まとめるなど、ていねいな指導が大切です。また、家庭学習や補習でも、繰り

返し学習していきます。  

・「角の二等分線を、正しく作図する問題」が習熟基準を下回りました。コン

パスと定規を使って、作図する手順を身に付けるとともに、ひし形やたこ形の

ような線対称な図形をかいていることを意識させることが大切です。  

・「直線の上を転がる長方形の１つの頂点が動いてできる、曲線の長さを求め

る式をつくる問題」が習熟基準を大きく下回りました。動点の図形のイメージ

ができない生徒も多いようです。シミュレーションを示し、コンパスと定規で

作図を行うなどして、おおまかな図形をイメージできるようにし、弧の長さを

求める公式を使った計算ができるように、丁寧な指導が大切です。  

 

○社会について 



□５年生での指導の課題  

「国や地域」については６問出題され、「日本の位置」「日本の気候区分」

「日本の主な貿易相手国」の３問が習熟基準を下回りました。「日本の位置」

については、世界地図や資料を用いて日本の国土とその周りの様子について特

色を捉える学習が必要です。「日本の気候区分」については、雨温図の読み取

り方だけでなく、その雨温図と日本の気候区分の特色を関連付けて考えていく

ことが必要です。「日本の主な貿易国」については、貿易先だけでなく、その

国がどのあたりにあるのかを捉えるために、世界地図を用いて、日本と関係す

る諸外国の位置について理解することが必要です。  

 

□６年生での指導の課題  

 「我が国の歴史」については６問出題され、「鎌倉幕府のしくみ」「織田信

長の政治」「明治政府の近代化政策」「自由民権運動」の４問が習熟基準を下

回りました。「鎌倉幕府のしくみ」については、鎌倉幕府の政治の特徴を確実

に習得させ、武士が力をもってきた経緯や幕府がどのような政治を目指したの

かを取り上げる必要があります。「織田信長の政治」については、織田信長の

行ったことを正確に捉える必要があります。戦国の世の中が統一されていく様

子について、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康それぞれのはたらきを調べ、全国

統一に果たした役割を理解する必要があります。「明治政府の近代化政策」に

ついては、年表を用いて近代から現代へと時代が移り変わる中での出来事を正

確に捉え、各時代の大きな流れを大観する学習が必要です。習熟基準を大きく

下回った「自由民権運動」については、グラフや年表などの複数の資料を読み

合わせて歴史的事象を読み解く活動を取り入れ、資料を分析し表現する力を養

うことが大切です。  

また、「我が国の政治」では２問出題され、「日本国憲法の概要」「バリア

フリー」ともに習熟基準を下回りました。日本国憲法や基本的人権については、

抽象的な内容が多いため、児童の実態に応じて日々の生活と結び付ける工夫が

求められます。日本国憲法の考えを受けて、身近にある公共施設がすべての人

が利用しやすいように整備されていることなども自分の身近な場所を例に理解

を深めていく必要があります。  

 

□７年生での指導の課題 

 ７年生の範囲からは地理的分野で６問、歴史的分野で４問、公民的分野で２

問出題されました。地理的分野では、「二つの図法の世界地図」「世界の宗教

の特徴」「世界の気候の特徴」「世界の米の生産と輸出」「人口面積 GDP の

比較」「アフリカ州の鉱産資源」の６問すべてが習熟基準を下回りました。特

に「２つの図法の世界地図」「世界の気候の特徴」では、習熟基準を大幅に下

回り、正距方位図法や雨温図から的確に情報を読み取る技能が十分に身に付い

ていないという課題が明らかになりました。７年生の地理的分野の課題として

は、グラフや図表の読み取りを正確にできる資料活用能力の育成が挙げられま



す。まずは読み取りやすい資料を取り入れ、読み取りのポイントを確認し、実

践を積み重ねる必要があります。歴史的分野では、「古代の暮らしの様子」「シ

ルクロード」「平安時代の文化」の３問が習熟基準を上回り、平安時代までの

大きな流れを理解できている様子が伺えました。一方、「聖徳太子の政治」の

み習熟基準を下回りました。７年生の歴史的分野の課題としては、「聖徳太子」

のように歴史的偉業が複数ある人物について、基礎的・基本的な知識を整理し

て覚えることが苦手な点が挙げられます。各時代の特色を歴史的資料と結び付

けながら、各時代を象徴する人物や出来事を年表などに整理する学習活動の導

入が必要です。公民的分野では、「裁判所の仕事」のみ習熟基準を上回り、「三

権分立」では大幅に習熟基準を下回りました。６年生の公民的分野の課題と同

様に、国会・内閣・裁判所それぞれの機関の結びつきを捉えさせる授業が必要

です。各機関の学習を終えた段階で、生徒自らが各機関の関連を図示する活動

などを取り入れる工夫が求められます。  

 

○理科について 

□５年生での指導の課題 

「エネルギー」の領域のうち、「音」に関する問題が３問出題され、その中で「３種類

の糸電話の比較」の問題が習熟基準を下回っていました。また、「地球」の領域では、「天

気の変化」に関する問題が３問出題され、いずれも習熟基準を下回っていました。「音の

性質」については、その他の問題で音と振動の関係について理解できているので、その知

識を基に、いろいろな条件下で比較実験をさせ、児童に知識を活用させる指導をしていく

ことが大切です。「天気の変化」では、空を見上げた時の雲の動く方向と進んだ方位が理

解できていません。まずは正体した状態から４方位、８方位を確認し、そこから空を見上

げた時の４方位、８方位を理解させると有効です。また、実際の雲を一定期間観測させ、

児童自身で活用させていくことが必要です。  

 

□６年生での指導の課題 

「生命」の領域からは「生物どうしのつながり」に関する問題が３問、「エネルギー」

の領域からは「発電と電気の利用」に関する問題が３問、「地球」の領域からは「月と太

陽」に関する問題が３問、それぞれ出題され、いずれも習熟基準を下回りました。  

「生物どうしのつながり」では食べる・食べられるの関係を理解するため、身近な例を具

体的に示すと共に、児童自身にも身近な例を調べさせて図や表にまとめさせることが有効

です。 

「発電と電気の利用」では、電流という目に見えないものを理解するためにも、実験を通

して体感的に理解することが大切です。そのためにも手回し発電機のまわし方と発電量を、

豆電球やLED、コンデンサーなど使って調べていくことが有効です。  

「月と太陽」では、１日の中での太陽・月の動き、周期的な月の変化が理解できていない

ので、模型や映像などを活用して周期的な動きの仕組みを理解させ、実際に観測を通して

定着を図ることが大切です。  

 



□ ７年生の指導の課題 

「物質」の領域では「飽和水溶液の用語と意味」、「溶解度と再結晶」に関する問題で

習熟基準を下回りました。演示や映像だけでの指導では、実感を伴った理解まで深められ

ていません。溶解度と再結晶の実験について、自分たちで方法を考えながら条件を整えて

実験を行い、その結果から溶解度や再結晶の性質を見出せるように指導していくことが大

切です。  

 

 

２．課題に基づいた７年生の目標  

○国語について 

<言語事項> 

 漢字ステージを活用しながら、小テストを実施し定着を図ります。教科書の

新出漢字の読み取りを確実にします。また、慣用句、ことわざ、四字熟語に興

味を持たせる授業を実施します。  

<文学的文章の読み> 

心情の理解、場面の展開が整理できる力を育むために描写の読み取りを丁寧

に行い、内容理解の定着を図ります。  

＜説明的文章の読み＞  

 論理の展開を把握する力をつけるために、接続詞や指示語の役割を理解させ、

筋道を立てて文章の内容を整理させます。  

 

○数学について 

＜小数・分数の計算＞  

 家庭学習プリントでは、小数・分数の計算を増やし、繰り返し学習を行いま

す。また、通分や約分で、最大公約数と最小公倍数についてふれ、それらの意

味や求め方を確認し、ステップアップ学習などで復習していきます。  

＜比の値、不等式の問題＞  

比の値を「比例式」で、不等式を「関係を表す式」で、丁寧に指導し、理解

を深めていきます。  

＜関数＞  

 「１次関数」の学習前に、比例、反比例の関係を、表・グラフ・式の３観点

で調べ、ていねいな復習をします。また、比例定数やｘ、ｙの値、座標などを

代入して求められるよう繰り返し学習をしていきます。  

 

＜平面図形・空間図形＞  

 作図方法を理解して定着できるよう繰り返し練習を行い、作図の意味を考え

させることをていねいに行います。また、立体を実物やＩＣＴを用いて様々な

視点で見ることができるようにしていきます。展開図から立体を作らせたり、

実際に作った立体を見て投影図を描くなど体験の中から理解を深められるよう

に工夫していきます。弧の長さ、おうぎ形の面積、立体の体積や表面積を求め



る計算では、公式を正しく理解し、どの公式を用いればよいか判断できるよう

問題演習をしていきます。さらに、動点や直方体の合成の問題では、シミュ  

レーションを使って、イメージを作り、問題解決への興味関心を高めます。  

＜統計＞  

 資料の特徴をつかむための方法を具体的に示し、グラフや割合計算を丁寧に

学習していきます。その際、樹形図や表を用いて考えやすくする工夫をしっか

りと行っていきます。  

 

○社会について 

＜全分野共通＞  

各分野の基礎的・基本的な知識については、単元ごとに小テストやノート回

収を実施し、生徒の知識定着状況を詳細に把握します。また、長期休暇の機会

には、７年生では都道府県や国名、８・９年生では地理や歴史に重要用語など

の暗記課題を必ず提示し、チェックテストによって定着状況を確認します。な

お、夏季長期休暇の際には、各学年で補習授業を実施し、３分野の基本的な学

習内容を復習します。  

 

＜地理的分野＞  

 都道府県名・位置・都道府県庁所在地、主な国名・位置・首都については、

地理的分野の基礎的・基本的な内容なので、長期休暇などの機会に必ず課題と

して提示して、休み明けテストを実施し、その知識の定着状況を丁寧に把握し

ていきます。また、正距方位図法や雨温図などの資料読み取りに関する基本的

な技能については、世界や日本の気候の授業などの機会に、世界地図や地球儀

を用いて学習を深めていきます。  

 

＜歴史的分野＞  

重要な歴史用語については、日頃の授業で各時代における基礎的・基本的な

用語を丁寧に確認し、単元ごとに一問一答形式の確認テストなどを実施して、

基本的な知識の定着を図っていきます。また、歴史的資料を読み取る能力を育

てるために、資料読み取り活動の際に、「その資料は何を表している資料なの

か」といったポイントを明示し、資料読み取りの技能を生徒に指導し、読み取

り技能の定着を図っていきます。  

 

＜公民的分野＞  

７年生で履修したことも含め、９学年において、もう一度詳細に学習を進め

ていきます。また、テレビ・新聞・インターネットで報道されるニュースを取

り上げ、それらのニュースと学習事項を関連付け、生徒の学習に対する意欲を

喚起して取り組ませていきます。  

 

 



○理科について 

・実験・観察の機会を増やし、身近な例を基に実感を伴った理解につなげていき

ます。 

 また、単元の最後には活用問題も取り入れ、生徒自身で方法を考えながら条件

を整えて実験を行い、その結果から既習事項の性質をもとに思考していく指導を

行っていきます。 

・つながりのある単元については、その都度既習事項に触れ、振り返りの機会を

設けるよう指導していきます。また、単元が終わるごとに既習事項をプリント

や冊子にまとめたり、単元の用語テストを行ったりして、新たに学習した内容

を整理し、知識の確かな定着を図っていきます。  

 

3.課題に基づいた５・６年生の目標と方策  

□国語について  

＜言語事項＞ 

・５・６年生のステップアップ学習の時間には、１５分間漢字ステージの既習漢字の復

習と１０問テストをする時間を設け、繰り返し学習をしていきます。家庭学習では全学年

が「漢字」に関する課題に毎日継続的に取り組み、定着を図ります。また、習得の遅い

児童には、個別指導に力を入れるとともに、保護者と連携して家庭学習にも力を入れ

ていきます。 

・短文を利用して繰り返し構造を確かめ、しっかりと理解させていきます。ステップアップ

学習の時間を中心に文法問題に取り組み、主述の関係や、修飾・被修飾の関係をき

ちんと捉えられるようにします。また、敬語やことわざ・慣用句の知識について十分な定

着を図ります。さらに、授業中や日常の生活を通して、継続的な指導を行います。 

・漢字辞典や国語辞書を活用して、漢字の成り立ちや意味、部首、使い方について

理解を深めていくと同時に、語彙を増やすことにも力を入れていきます。  

＜文学的文章の読み＞  

・文学的文章については、「文脈からの内容理解」が習熟基準を下回りました。場面ご

と、段落ごとに内容を読み取っていくことよりも、全体を通して話の展開を捉えながら読

む学習が必要になります。登場人物の心情が大きく変わったところはどこか、それはど

んなことによるのか、など、話の展開を大きくとらえていくことを意識して、学習計画を組

み立てていくようにしていきます。 

＜説明的文章の読み＞  

・「筆者の考えを読み取り、決められた字数で書く」と「要旨把握」の２つの問題が習熟

基準を下回りました。また、「段落相互の関係を捉える力」も不足しています。キーワー

ドやキーセンテンス、接続語などに注目して読み進める活動を通して、段落構成を理

解していく活動を授業で行っていきます。また、事実と意見の文末による判別、事実が

意見を支えるという、事実と意見の関係を、読解の授業で理解させていきます。また、

「決められた字数で要旨をまとめる」ことも、授業の中で意識して取り入れていきます。  

 



＜作文＞ 

・常に課題に対して自分の考えをもたせるようにし、授業の中で文章に表す活動を充

実させていきます。 

・作文を書く際に、構成を意識させて書かせるように指導し、表現力を向上させます。 

・授業や、帯の時間を使って、様々な題材に対して自分の考えを決められた字数で書

く作業を取り入れていきます。  

 

□算数について  

＜数と式の意味と計算＞  

・具体物の活用により問題場面をイメージしやすくさせ、視覚に訴えるなどの工夫を行

います。また、公式の暗記に頼ることなく、図から公式に至るまでの過程を考えたり、問

題場面を数直線に表したりして、数や式の意味を理解できるようくり返し指導します。

計算においては、特に小数のしくみについて丁寧に指導し、小数×小数の計算が正

確にできるよう繰り返し指導していきます。また、最小公倍数や最大公約数の意味を

理解させ、正しく求められるよう練習し定着を図っていきます。文章題については、問

題文を視写させたり、問題文を繰り返し読ませたりすることで、求めるものをしっかり把

握できるように指導します。  

・単元で出てくる用語の意味を理解させるため、大事な用語を繰り返し使い、定着する

よう継続して指導します。 

・計算の手順を身に付けさせるため、ノート指導を徹底しながら理解と定着を確認して

次のステップに進むようにします。また、浜川タイムの中で、復習問題を繰り返すことに

より、定着を図ります。 

・授業開始３分を利用し、特に小数や分数の計算問題を中心に継続して行うことで、

個々の計算力の定着を図ります。  

＜量と測定＞ 

・身近なものを題材に用いることで視覚的にも量感を養います。１単位量のイメージを

しっかり身に付けさせるため、児童が実際に具体物を操作するなどの体験的活動を重

視して学習します。 

＜図形と計量＞ 

・既習事項から公式を導いたり、複雑な形を長方形や正方形、三角形に分けて考え

たりする活動を多く取り入れることにより、同じ形でもいろいろな見方ができるようにして

いきます。立体図形も同様に、どんな形も直方体や立方体図に分けて考えられるよう、

積み木などの半具体物を用いて基本的な問題から繰り返し練習するように指導しま

す。 

・図形の定義に基づいて考えること、丁寧に問題や図を読み、落ち着いて考えたり 

測ったり数えたりすることを習慣付けるよう継続的な指導を行います。また、ステップアッ

プ学習の時間を利用して繰り返し問題を解き、復習することで定着を図ります。  

・割合については、割合の意味を丁寧に教え、その表し方についても分数や小数、百

分率、歩合、比などいろいろな表し方があることを理解できるよう繰り返し指導します。



また、「比」と「比の値」の違いもきちんとおさえて指導し、練習問題を繰り返し解くことで

定着を図ります。 

＜資料の分析＞ 

・表やグラフの読み取りの力を身に付けるため、問題や資料をじっくり読み、表やグラフ

が何を表しているのか、また問いは何か、問いに答えるためには表やグラフのどこを見

ればよいのかを丁寧に解説し、指導していきます。  

・資料やグラフから気付いたことを書いたり発表させたりするなど、そこから何が読み取

れるのかを児童同士で意見を出し合わせることで、多様な見方ができるようにしていき

ます。 

 

□社会について  

○問題解決の学習の手順を定着させ、見通しをもった学習を進めます。 

○既習事項をしっかりと確認し、根拠を明らかにしながら考えを表現できるよう指導しま

す。 

＜統計資料の読み取り＞ 

・グラフや図表の読み取りでは、「①何を表しているグラフなのか。②縦軸・横軸は何な

のか。③全体的な変化が大きいところはどこか。④ピークはどこか。」というポイントを全

体でしっかりと押さえ、分かることを自分の言葉で表現できるように指導していきます。

社会科だけでなく、算数・理科などの他教科においても、ポイントを押さえながら正しく

グラフや図表を読み取る力を付けていきます。また、ただ読み取ることで終わるのでは

なく、「これからどうなっていくのか。」「なぜ、そうなったのか。」読み取ったことを根拠に

して予想する学習をしていきます。そして、グラフや図表などの資料をいろいろな角度

から読み取って考えを表現する力を付けていきます。 

・読み取ったことやそこから分かること、考えたことを児童同士で意見交流して、多様な

考え方ができるようにしていきます。 

＜国や地域＞ 

・日本の都道府県については、４年生で学習しています。５・６年生においても国土の

学習をする導入の際に都道府県の確認テストを行ったり、長期休業などの課題として

取り組ませたりしていきます。  

・日本とかかわりの深い国々については、地図や地球儀を活用しながら国々の位置や

特徴を捉えていきます。繰り返し確認テストを行い、定着させていきます。 

・日本の基幹産業である自動車工業の学習では、インターネット等で児童が主体的に

調べる活動や写真･イラスト等の入った資料を活用したりし、その際、なぜその工程な

のか前後のつながりを考えさせていきます。  

＜歴史＞ 

・歴史の学習では、時代ごとの学習で終わるのではなく、時代の特徴を含めて、大まか

な歴史の流れを押さえて指導をしていきます。また、時代を個別にするのではなく、一

つの道筋として考え、時代と時代とを結び付けるように指導していきます。 

・通史で学習をする利点を生かし、ある歴史的事象において「なぜ起こったのだろう

か。」「この後どうなるのだろうか。」ということを、既習事項をもとに、比較したり推測した



りしながら考えるように指導していきます。また、教室に年表を掲示する等して、現代に

至るまでにどのような時代の流れがあり、今どの時代を学習しているのかいつでも振り

返られるようにすることが歴史の流れをつかむには必要だと考えます。  

＜政治＞ 

・政治の学習では、税金や権利、三権について、自分たちの身近なところから考えて

いくように指導をしていきます。例えば、自分たちの住んでいる品川区を例に、区役所

や区議会のはたらきについて調べたり、さまざまな権利についてただ名前と内容を学

習するのではなく、自分たちの身近なところから例を示して、権利名と内容を結び付け

るようにしたりしていきます。  

・身近にある公共施設を例に挙げながら、日本国憲法の考えとのつながりを理解でき

るようにしていきます。 

 

□理科について 

○問題解決学習の手順を身に付けさせるために、ノート指導の徹底を図ります。 

○理科的な用語を適切に使い、考察をしたり、話し合いをしたりすることで知識の定

着を図ります。さらに、練習問題などに取り組ませ、反復練習を行います。 

○知識を活用したり、知識を基に考えたりする力を養うために、実験結果についての

話し合い方やまとめ方、考察の仕方を指導します。実験結果を表やグラフにするこ

とや、表やグラフなどの資料から大事なことを読み取って発表する機会を多く設け

ていきます。 

○実験器具の扱い方が正確にできるように、実験の途中でも丁寧に指導していきま

す。 

＜生命＞ 

・６学年の「植物のからだとはたらき」では吸水と蒸散について植物を使った実験や観

察を通して顕微鏡の扱い方を習熟させ、実際に見たことをもとにして理解をさせてい

くことを継続していきます。５学年での「魚のたんじょう」で水中の微生物の観察から

食物連鎖の学習につながるように考察させ、６学年の「生き物のくらしと環境」では、

ワークシートを使って食物連鎖の意味を理解し、具体的な生物を挙げてまとめ、発

表をすることで理解を深めます。考察したことをノートに自分の言葉でまとめ、図を使

って食物連鎖の関係や生物間での気体のやりとりを表現して、説明を行っていきま

す。 

＜物質＞ 

・４学年「水のすがたと温度」での状態の変化と、５学年の「物のとけ方」での質量に

ついて実験の予想を立てる段階から自分の言葉でまとめさせ、結果から考察すると

きに話し合い活動を通して関連付けることに気付かせ、目に見える変化と目に見え

ないが変化しない質量の関係を理解させます。また、水の温度や量による溶け方の

違いについて、実験や観察を通して興味・関心をもたせ実感を伴わせながら理解さ

せていきます。 

 

 



＜エネルギー＞ 

・５学年の「音」では、糸電話や楽器を使って音が出ているところがどのようになって

いるかを予想して調べ、実感を伴って理解させていきます。６学年の「電気と私た

ちのくらし」では、発電や充電について目に見えない電気を図や絵で見えるように

表現させて、自分なりの言葉で考察させてから、理科の用語を使ってまとめていき

ます。友達同士で説明する機会を設けていきます。また実験器具は＋極、－極の

つなぎ方や時間の計り方など確認しながら丁寧に実験ができるように指導していき

ます。 

＜地球＞ 

・６学年の「太陽と月の形」では、ボールや照明による実験やその様子を地球からの

視点で撮影して動画を活用して地球からの月の見え方の変化を考えさせます。と

くに模型やボールでの実験では自分が地球の位置にいる実感が伴うように説明し

ながら体験させます。また、５学年の「天気の変化」では、実際に教室以外の場所

で空を観察するときに方角を意識できるように、南北、東西を腕や体を使って確認

します。さらに、天気図や雲の画像を思い浮かべて雲が移動する方向を考えさせ

ていきます。また、時間の経過について意識ができるように、単位時間以外でも話

題に挙げて時間の経過と雲の移動を関連付けるようにしていきます。児童の自然

現象の観察についての関心や理解を深められるよう、日ごろから教師が意識的に

話題として取り上げたり、プリントで演習問題に取り組ませたりと反復学習を行って

いきます。 

 

４．課題解決のための行動目標  

①小・中学校が連携して取り組む内容  

○授業規律の徹底に取り組みます。 

・チャイム着席をしっかりと行います。  

  学年全体でチャイム着席を行う雰囲気をつくれるよう、学級委員会等と協

力し生徒が自発的に取り組めるようにします。  

・授業の開始と終了時のあいさつをしっかりと行います。  

号令を大きな声でかけ、中学生においては服装や態度の乱れ等があれば、

正してあいさつを行います。  

・正しい姿勢で授業を受けさせます。  

  授業中の聞く姿勢・書く姿勢・話す姿勢等が崩れないように注意して授業

を受けさせます。  

・忘れ物をしないよう指導します。  

  授業道具の準備や提出物・宿題などは前日にチェックし、授業時に忘れ物

のないよう指導します。  

○自ら学習に取り組む姿勢作りに力を入れます。  

家庭やコミュニティスクールと連携しながら、基本的生活習慣 (早寝、早起

き、時間、約束を守るなど )の確立を図ります。また、問題解決的な学習を取

り入れ、生徒の学習意欲を喚起するよう授業を進めます。さらに、進路学習



と関連させ、学習目標を明確にし、自己目標実現の手立てとして学習をとら

えるよう指導します。  

○家庭学習の取り組みに力を入れます。  

保護者の協力も得ながら、家庭学習の習慣化と学習時間の確保を定着させ

ます。宿題を中心とした学習のみにならないよう、発達段階に応じて自ら学

ぶ姿勢を身に付けられるよう指導します。  

○基礎学力の定着を図るため、様々な時間を活用します。  

  日々の学校生活における２０分の休み時間や放課後の時間を活用し日々の

授業の補充などを行います。朝の短時間でもできる漢字や計算問題などを数

多くこなすことで、基礎学力の定着を図ります。長期休業中の学習の計画を

立てさせ、見通しをもった自発的な学習態度を身に着けさせます。  

○学力定着状況のチェックを行い、その補充を行います。  

  CRT(標準学力検査 )や WAT(観点･領域別達成度検査 )、あるいは各校独自の

校内学力検査等を実施して、児童･生徒の学力の定着状況を把握します。結果

が思わしくない単元･領域については、復習を行うなど、学力定着に努めます。 

○「読み取る力の育成」に重点を置いた実践を通して、学力向上を図ります。  

各教科、学習活動のさまざまな場面で文章を正しく読み取る力の育成を  

図っていきます。文章を丁寧に読み取り、言葉の意味を理解し、内容を把握

する力等の指導を行い、さらには、試験における問題文の読み取りもしっか

りと行えるよう指導していきます。  

○「考える力、判断する力、表現力、コミュニケーション能力の育成」に重点

を置いた実践を通して、学力向上を図ります。  

  基礎基本的な知識技能の定着や、得た情報を活用する力を育むため、ＩＣ

Ｔを効果的に活用した学習を進めます。 

 

②本校での具体的な取り組み  

〔Ⅰ 指導体制の改善〕 

○算数科における少人数・習熟度別学習の推進 

・２年生以上の算数の授業を、通年で１学年２学級を３分割した少人数で、担任２名と

少人数担当教員１名の計３名で指導します。 

・習熟度別の「じっくりコース」「しっかりコース」「チャレンジコース」の３つに分け、授業を

進めます。 

・授業にあたっては、指導者３名で１週間に１回以上事前に打ち合わせをし、具体的な

指導の方法を検討し、効果を最大限に引き出すようにします。 

○指導助手の配置・非常勤講師の配置 

・１・２年算数の授業を、通年で指導助手２名と非常勤講師を配置します。これにより、

低学年の算数の授業を、１学級で担任と指導助手か非常勤講師の２名で少人数・

習熟度別に指導します。特に、体験的活動や練習問題を進めやすくします。 



・３・4年算数の授業では習熟度別学習の「じっくりコース」に区独自の非常勤講師を加

え、個々に指導します。 

○サマースクール（浜川タイム・イン・サマー） 

・夏季休業中に全学年で補習授業を行います。全学年５日間として、基礎学力の向上

を目的に教員が個別のプリント等の教材を作成し指導に当たります。  

 

〔Ⅱ 指導過程の工夫〕 

○漢字学習の指導の見直し 

・１～６年の各学年で、新出漢字の学習の進め方を統一し、強化します。浜川タイム・ス

テップアップの時間で｢漢字ステージ｣を使い、新出漢字を学習します。そして、国語の

時間に教科書の初出漢字でも、再度学習します。さらに、「漢字ステージ」のステージご

との10問テストをくり返し実施します。また、学期末に全体の復習を兼ねた定着度テスト

を行い、確実に習得できるようにします。 

・漢字学習で定着度の低い児童には、放課後などにパワーアップタイムを設定し、個別

指導に努めます。また、保護者と連携して家庭学習にも力を入れていきます。  

○浜川タイム（帯時間学習） 

・今年度は、朝の15分は計算、昼の15分は漢字と作文、と内容を定め、ポイントを絞っ

て学習させます。 

 

○既習事項とのつながりを大切にした学習  

・新しい単元学習に唐突に入るのではなく、これまで学習してきたこととどのようにつなが

るのかを教師自身が意識して児童に伝え、復習しながら新しい学習に入っていくように

計画します。これにより、児童がこれまでの学習内容を思い出したり、つなげたりできるよ

うになり、学んだことを着実に身に付けられるようにします。 

○ベーシックドリルの活用  

・東京都から出されているベーシックドリルの知識を活用するような良問を、国語・算数

だけでなく、理科や社会も授業や家庭学習等で積極的に活用し、児童の苦手な領域

の学習を一つ一つ克服していきます。 

○間違い直しの徹底 

・テストや家庭学習等で間違いが多かった問題の解説を適宜行い、間違い直しを徹底

させます。 

○授業観察・授業研究 

・授業の質の向上を目指し、教員が相互に授業を公開し合い、指導法について追究す

る機会を各学期１人１回以上設定します。 

・３学期に全校対象でCＲＴテストを実施し、その結果から学習状況の特徴を各学年ご

とに分析し、全国の状況と比べて各領域の得意、不得意を解明します。達成が不十分

な項目については、学年でその発展的な内容を扱う際に丁寧に復習をしたり、計画的

に家庭学習の課題としたりします。分析の方法については、課題を明確にし、それに対

する対策を２～３決めて実施していきます。 



 

〔Ⅲ 学習内容の多様化〕 

○読書環境の整備 

・１８年度から、品川区図書館整備校となり、品川図書館とも連携して整備を進めてい

ます。図書のネットワーク化が整備され、図書スタッフおよびボランティアが勤務して、蔵

書の管理や授業等で必要な本の収集や貸し出しをしています。児童の読書環境を整

え、より一層の充実を図ります。 

・年２回の校内読書週間の設定、図書ボランティアによる読み聞かせ活動などを通して

児童の読書の量と質を高める工夫をします。 

・国語の授業でも、単元ごとに教科書教材の関連本を紹介したり、児童相互で本の紹

介活動を進めたりすることで、読書の幅を広げさせます。 

○漢字検定実施 

・今年度も、本校を文部科学省認定「日本漢字能力検定」の実施会場として実施しま

す。合格を目標に定め、学習の自主的な発展の場とします。 

 

〔Ⅳ 小中一貫教育要領の実践の中で〕 

○ステップアップ学習 

・５・６年生ステップアップ学習では、課題を算数と国語に絞り、毎月児童の実態に合わ

せた課題を用意し実施します。この中で漢字検定も位置付けます。 

○国語・算数の学習 

・小中一貫教育要領に基づき、１～６年生の国語と算数の指導時間を標準時数より増

やして指導をし、学力の定着を図ります。 

〔Ⅴ すまいるスクールとの連携〕 

○児童理解 

・学校とすまいるスクールで、児童の生活や学習の様子を年度初めに情報交換し合い

ます。さらに、学年の実態に応じて、適宜すまいるスクールの指導員に児童の状況・実

態を伝え、各学級の授業を随時公開していきます。 

 


