
第２回学力向上推進計画の進捗状況報告書 

視点１ 児童生徒の「確かな学力」の向上を図る基盤づくり         

（１） 指導力向上の取組 

先進地域、先進校などの実践内容を吸収するため先進地視察を行うとともに、研修

会等の開催をとおして、指導力向上を図る。 

 

①先進地視察 

【実施報告】 

○学校教育指導員による視察（指導員４名、市教育委員会１名） 

○平成２９年１１月１７日（金）～１８日（土） 

内 容：秋田市立桜小・中学校視察、秋田県学力フォーラム参加 

○平成２９年１２月１日の学校教育指導委員会にて報告。 

 

以下は、報告書の抜粋  

１ 聞く態度を育てる。 

秋田では、話をよく聞く姿勢を低学年から育てている。 

教師は、最小限の短い言葉で児童の考えをコーディネートしていた。 

 

２ 当たり前のことを当たり前にできる教師集団を各学校で育てる。 

本市においても市教委が主導して「教えの心得」「学びの心得」「学びのスタンダ

ード」等をさらに徹底し、実行する教師集団を育てることが必要である。 

 

   ３ 秋田型探求型授業を参考にする。 

     秋田では「つかむ、見通す、考える、深める、まとめる、振り返る」のそれぞ

れの段階での「個の学び」「学習集団での学び」「教師の働きかけ」を重視してい

る。特に「振り返り」の場面では、今日の学びを今後の生活にどのように生かす

かという視点で振り返っていた。 

 

４ 教師の意識を変革させる市内の教員対象の悉皆研修会を開く。 

今年度の「楽しい学校生活を送るためのアンケート」（以下 Q-U）の悉皆研修が

有効であったので、市の全教職員を対象とした悉皆研修会（年２回程度）を開いて

はどうか。 

 

５ 対外的行事・コンクール・部活動を見直し、子供と向き合う時間を確保する。 

秋田市の小学校は、ほとんど課外活動を行っていないため、個別指導を行うこと

が可能。本市は行事等が多すぎるため、行事の精選が必要だと考える。 

 

６ 学校支援員の人数を増やす。 

秋田市の桜小学校には、３４学級に９人の学校生活支援員が配置されていた。本

市の支援員についても、勤務体系の工夫（半日勤務等）が必要である。 

 



 

７ 市独自の学力調査を行う。 

秋田市は、全国、県の学力調査の他に市独自の学力調査を実施し、分析をしてい

る。本市でも実施・分析し、補充・補強問題を作成し調査を行ってはどうか。 

 

８ 育てたい資質・能力を明確にし、小中連携した校内研究を進める。 

本市も全体として「主体的・対話的で、深い学びの授業」を大きな研究テーマと

し、育てたい資質・能力から、中学校区ごとに具体的な取組内容を決めるとよいの

ではないか。 

 

 

【効  果】 

    視察を通し、本市の教育の指針である「會津教学 教えの心得、学びの心得」

の必要性を再確認し、秋田の取組のよさを各校の実態に応じ工夫して取り入れて

いくことを確認した。 

また、視察した委員から出された提案等を検討課題としていきたい。 

 

 

②会津若松市教育講演会 

【実施報告】  

〔実 施 日〕８月２２日（火）１０：３０～１２：００ 市文化センター 大ホール 

〔実施内容〕講師 笹原 英子先生 「学びの集団づくりに関する教育講演会」 

○参加者 小学校 236 名 中学校 163 名 計 399 名 

○主な感想 

・Q-U の有効性を改めて確認し、結果の有効活用を図る意欲が高まった。 

・結果を使用した具体的な指導の方法を知ることができた。 

・全学年で Q-U を実施して欲しい。 

 

【効  果】 

 Q-U の実施について、不安を抱いている教師もいたが、この講演を通してその有

効性を実感し、活用の意欲を高めることにつながった。 

 

③市内研究公開への参加 

【実施報告】 

○謹教小学校公開授業研究会 平成２９年６月９日（金） 

・参  加  者 市内２８校より７６名参加（管理職１７名 教諭５９名） 

・研究テーマ 学び合い、高め合う授業の創造 

～自己有用感をもって学ぶ子どもの育成～ 

○鶴城小学校公開授業研究会 平成２９年１０月２９日（日） 

・参  加  者 市内２３校より６２名参加（管理職１６名 教諭４６名） 

・研究テーマ いきいきと輝く自分をつくる子どもの育成 

～仲間と協働して高め合う，主体的・対話的で深い学び「アクティブ・ラーニング」～ 



 

【効  果】 

 市内のほとんどの小・中学校の参加を得ることができ、研究の成果を市内の小・

中学校へ周知する機会として有効であった。 

 

 

④「学びのスタンダード」推進地域授業研究会の開催（福島県主催事業） 

【実施報告】 

〔対 象 者〕学校代表による悉皆研修 

〔対 象 校〕城北小学校 平成２９年１１月 ２日（木） 

第一中学校 平成２９年１１月１４日（火） 

 学びのスタンダード推進地域協議会講演会として、文部科学省国立教育政策研

究所学力調査官小松信哉先生による「算数科・数学科の指導のあり方」について

の講演会を実施。（１０／１２ ワシントンホテル） 

 

【効  果】 

 授業参観・事後研究会・全体会を通し、多くの参加者より示唆に富む意見をい

ただくことができた。 

また、秋田の視察がきっかけとなり作成された「話し方・聴き方」（若松一中・

城北小・行仁学区小学校版、中学校版）について、小・中による継続した取組を

徹底し、今後の成果につなげていきたい。 

 

（２） 学びの集団づくりの取組 

児童生徒の確かな学力の向上を図る基盤づくりとして、Ｑ-Ｕ（児童生徒個人、学

級集団の状態、個人と集団の関係性を把握するためのアンケート）を実施し、その

活用を図る。 

①Q-U の実施 ※調査では hyper-QU 版を活用 

〔対  象〕小学校 ５年（1,019人）・６年（  995人） 

      中学校 １年（1,018人）・２年（1,053人） 合計 4,985人 

〔実施時期〕２回（５月下旬、１１月上旬） 

 

【効  果】 

（１学期） 

会津若松市内の実態を把握し、研修を同時に行うことで、学ぶ集団づくりにつ

いての教員の意識が高まり、各校での研修の開催による Q-U の活用につなぐこと

ができた。 

     実態に応じて個に応じた各校の指導が充実した。 

（２学期） 

小学校においては、着実に学校生活満足群が増加していることから、安定した

生活態度で学習に臨む集団づくりが順調に進んでいると思われる。 

市内全体として総括すると、ほとんどの項目において改善傾向となり、Q-U を

生かした児童・生徒への対応が進んでいると思われる。 



②Q-U 研修会 

   〔対  象〕学校教育指導委員他 

   〔実施回数〕５回  

【実施報告】 

第１回 「Q-U の概要について」（講師：市教育委員会 米畑指導主事 5/26） 

第２回 「結果の見方と活用～の見方について」（講師：笹原英子先生 7/4） 

第３回 「学力の相関とソーシャルスキル・集団育成の考え方について」 

（講師：笹原英子先生 11/17） 

第４回 「深い学びを支える学級集団・校内研修会の進め方について」 

（講師：笹原英子先生 12/1） 

第５回  「本年度のまとめと今後の方向性について」 

（講師：会津大 苅間澤勇人先生 2/13予定） 

○主な感想 

・結果の見方を具体的に教えてもらって参考になった。 

・職員室で Q-U の結果について話題にできるようになればと思った。 

・満足型の学級に近づけるための効果的な実践などあったら知りたい。 

 

【効  果】 

（１学期） 

 ６月に行った自校の Q-U の結果を持ち寄り、結果の見方をご指導いただいた

ことで、正しい結果の見方や活用の仕方について知ることができ、さらなる意

欲の向上へつなぐことができた。 

（２学期） 

      Q-U データの分析方法と具体的な指導法について研修会を行うことで、各校

においてＱ-Ｕの活用が図られてきている。 

 

 

（３） 読解力向上の取組 

学校図書館の充実のため学校図書館支援員を配置し、読書好きな児童生徒を増

やすとともに、授業における積極的な図書館の活用を通して、学力向上のための

重要な基礎作りを行う。あわせて新聞等の教材の活用により、自然環境・社会事

象等への関心を高め、読解力・表現力の向上を図る。 

 

①学校図書館支援員の配置 

    〔配置人数〕４名（基幹中学校ごとに活動） 

〔配 置 校〕第一中学校（城北小学校・行仁小学校） 

第二中学校（鶴城小学校・東山小学校） 

第三中学校（謹教小学校・日新小学校） 

第四中学校（城西小学校・小金井小学校） 

【進捗状況】 

・ ４名の学校図書館支援員を市内１２校に配置し、１校につき週１回程度の勤

務を５月より開始した。本の整理や・補習、掲示物の作成を通し、学校図書館



の環境整備に努めてきた。また、学校図書館運営のスキルを高めるため、これ

まで會津図書館主催の「図書ボランティア講座」（２回）、県教育事務所主催「読

書活動支援者育成事業会津地区研修会」（２回）に参加した。 

 

各校から 

・ 週２回，図書館支援員に入っていただき，とても良かった。学年ごとの「お

すすめの本」「新しく入った本」等を紹介していただけるとありがたい。できれ

ば常駐していただき、調べ学習等で使う本をそろえていただけると助かる。 

・図書支援員を配置いただいていることで、図書館の環境が常に美しく保たれて

いる。 

・ 今年度より図書館支援員の方に週１回来ていただいている。そのため図書館

の環境整備が進み、とても利用しやすくなった。本校は、読み聞かせや図書ボ

ランティアの協力により、図書館教育も充実してきた。だが、情報センターの

役割は十分ではない。授業で必要な図書資料をそろえるなどたり、授業の中で

図書館をもっと有効に活用するためには、学校司書が常時いることが望まれる。 

・ 図書館日誌の記録を見ると、昨年度より利用者は増加している。 

・ 来年度、学園小学校と併設になった場合に、図書館に司書が入ると良い。 

 

【効  果】 

（１学期） 

 支援員配置校と支援員未配置校との学校図書館利用人数の比較では、支援員

設置校においては、利用が増加し、支援員配置の効果が見られた。 

（２学期） 

 支援員配置校と支援員未配置校との学校図書館利用人数の比較では、支援員

配置校においては不在校と比較し、利用が増加し、1学期に引き続き支援員配置

の効果が表れているものと考えられる。 

  支援員未配置校においても、支援員配置校の実践事例等を有効に活用するこ

とにより、利用者数が増加していると思われる。 

 

②ＮＩＥの実施 

〔対 象 校〕全小中学校 

〔配布内容〕一般紙（福島民友又は福島民報）１紙配布 

【進捗状況】平成２９年７月調査 

     新聞の活用（１学期） 

 小学校平均 中学校平均 小・中の平均 

１クラスあたり 1週

間に新聞を読んだ児

童生徒の割合 

 

５０．０％ 

 

３２．８％ 

 

４１，４％ 

１クラスあたり教師

が 1週間に新聞記事

を話題とした回数 

 

１．７回 

 

２．２回 

 

２．０回 



    新聞の活用（２学期） 

 

 小学校平均 中学校平均 小・中の平均 

１クラスあたり 1週

間に新聞を読んだ児

童生徒の割合 

 

５１．９％ 

 

２５．８％ 

 

３８．９％ 

１クラスあたり教師

が 1週間に新聞記事

を話題とした回数 

 

１．５回 

 

３．９回 

 

２．７回 

 

 

【効  果】 

（１学期） 

 新聞閲覧台を使用し、新聞を読む環境を整えることにより、新聞を読む児童生

徒が校内で見られるようになってきた。 

 NIE の導入により、教師が新聞を教材として活用しようとする意欲が向上し、

授業の教材や児童生徒のスピーチにおいて活用する場面が増えた。 

（２学期） 

小学校では、「１クラスあたり 1週間に新聞を読んだ児童の割合」が５０％を越

え、また、中学校においては「１クラスあたり教師が 1 週間に新聞記事を話題と

した回数」が増加したことから、学校における新聞の活用が進んでいると考える。

今後も各校の取組等を周知することにより、新聞の活用を推進していく。 

 

 

【活用例】 

小学校 

・ 低学年～新聞の中からカタカナを見つけたり，習った漢字を見つけたりする。 

・ 中学年～新聞記事について感想や意見を書く。 

・ 複数の新聞で見出しのつけ方を比べる。 

・ 新聞記事を活用した朝のスピーチ発表 

・ 子ども達が気になった記事を選び「○○フォーカス」として「記事の紹介」「記

事に関する感想」を書く学習に取り組んでいる。また、新聞各社で行っている新

聞を読んでの感想等のコンクールにも多くの子ども達が取り組んでいる。新聞社

の方を呼んでの新聞の読み方の学習を行っている。 

・ 高学年では、今日の注目記事を当番の子どもが矢印で示し、他の子どもにも関

心をもたせている。 

・ 日直が新聞記事で気になったことを、朝の会で児童の前で紹介している。 

・ 身の回りで起こった災害、世界選手権など、児童に関心をもってほしい記事を、

教材として授業で取り上げたため、新聞記事を読んだ割合が高くなった。 

・ 着目してほしい記事を切り抜いて廊下に掲示してきたので、立ち止まって記事

を読む児童も多く見られるようになった。 



・ ６年生では関心のある新聞記事を切り抜いて、記事の内容を要約し、それに対

する自分の考えをまとめるということを週末課題として行っている。 

 

中学校 

・ ２学年の社会担当教師は、授業で毎回新聞記事を活用している。 

・ 社会科の授業で、毎時間「今日の出来事」という題で当番制にて新聞記事を紹

介させている。新聞を読む習慣がついてきており、効果が上がっている。 

・ 寄附を受けた新聞読み台を教室前廊下に設置し、２日分の新聞を置いている。

朝や休み時間に生徒が自由に読んでおり、世の中の動きについての関心が高まっ

てきている。 

・ ３年生の社会科（公民）の授業で毎回各社の新聞を用意して、ニュースを取り

上げるようにすること。 

・ 本校に届く２紙の１面をホワイトボードに並べて掲示し、「見出し」「写真」「リ

ード文」などの違いを比較することにより、各紙のねらいを見抜く授業。（国語） 

・ 各紙の「書評」を取り上げ、図書館や国社メディアスペースに掲示し、「朝の読

書」「家読」などの活用を推進する。（国語） 

・ 短学活で、日直生徒に「スピーチ」として新聞記事を題材に発表させる。（学活） 

 

 

 

【学力向上推進計画における学力を評価する指標】 

④一人あたりの読書冊数 

一人あたりの読書冊数（1ヶ月間）   ※「平成２９年読書調べ」より 

 

 

 

 

小学校においては、前年度比－1.5冊となった。学校図書館の利用率の増加や各

校からの聞き取り調査によると、読書の楽しさを理解し、興味あるジャンルを選

び、じっくりと読む傾向が強まっていると考えられる。 

中学校においては、すべての中学校において全校一斉朝の読書活動が１０分～

２０分程度行われていることもあり、昨年度同様の読書冊数を確保することがで

きたと思われる。 

今後、読書冊数については、目標値の設定の仕方について読書の質の変化等を

考慮し、吟味していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２８年度 平成２９年度 

小学校全学年平均読書冊数 １１．５冊 １０．０冊 

中学校全学年平均読書冊数  ２．７冊  ２．８冊 



（４） 振り返り・繰り返しによる学習定着 

①「振り返り・繰り返し」の場の確保と実践（各校による継続実施） 

②定着確認シートの活用（各校による継続実施） 

【進捗状況】 

 １学期には２回の定着確認シートが公表されたため、その実施状況を調査した

ところによると、完全実施校が小学校においては８９％、中学校においては５５％

という結果となった。 

各校において進度や使い方に差があり、未実施がないよう計画的に完全実施す

るよう指示している。 

 

【効  果】 

（１学期） 

 振り返り・繰り返しの場の確保としては、グランドデザイン評価表によれば、

小学校 3.3、中学校 2.9、平均 3.1（４点満点）となり、各校において意図的に場

の確保がなされ、定着に寄与していると考える。 

 校種別に見てみると、小学校では、ほとんどの学校において確認シートの活用

が図られている。中学校では、評価に使用したり、復習として活用したりと、計

画的な活用が図られている。 

 

（２学期） 

 振り返り・繰り返しの場の確保について、グランドデザイン評価表によれば、1

学期小学校 3.3から 3.6、中学校 2.9から 3.2、平均 3.1から 3.4 へと増加した。 

各校において 1 学期の反省を生かし改善しようとする意識が高まり、組織的な

対応が図られたものと考える。 

 定着確認シートの実施状況については、小学校では、完全実施率が前回の 89％

から 95％と増加し、確認シートの活用が図られている。 

 

【課  題】 

中学校では完全実施率が一部の学校において減少した。その原因の一つとして、

「学習の進度が遅れ、定着の確認シートが実施できない状況であった」との回答

があった。各校における学習進度の確認と、定着確認シートの完全実施について

校長会等を通し働きかける。 

 

 

視点２ グローバル教育の推進（ＩＣＴを活用した次世代の学校づくり）                

 

（１） ＩＣＴの活用と指導体制 

ＩＣＴを活用し学習への関心や意欲を高め、積極的な学習態度を育てるととも

に、音声や映像等を効果的に取り入れた授業を行い、学習内容の理解を深め学力

の定着を図る。 

加えて、外国人インストラクターの小・中学校への派遣回数、及び実施学年の

拡大による充実を図る。 



また、英語以外の算数、数学、理科等の教科においてもＩＣＴ機器の効果的な

活用を図る。 

 

①電子黒板機能付きプロジェクター等の配置 

   〔配 置 数〕６７台 ※配置基準：小学校 ５・６学年 ３５台 

                    中学校  全学年   ３２台   

計６７台 

   〔主な教材〕小学校：文部科学省英語デジタル教材、５・６年算数デジタル教科書 

         中学校：数学科・英語科のデジタル教科書 

 

  【進捗状況】 

（１学期） 

・ ８月１日～２日に ICT 研修会を行い、市内小中学校の視聴覚担当を中心に各

校１名以上の参加による悉皆研修を実施。電子黒板・デジタル教科書・あいづっ

こプラスの説明会を実施した。（116 名参加） 

・ ８月中にすべての小中学校に電子黒板機能付きプロジェクター等の配置が完了。 

・ 小学５・６年用算数、中学全学年用数学、中学１・２年生用英語のデジタル教

科書を配布。 

・ 電子黒板使用簿に、使用状況を記録するように依頼。現在活用状況を累積中。 

 

２学期（８２日程度）の一校あたり電子黒板の平均使用回数 

 

 

 

 

 

 

小・中の比較では、中学校１校あたりの電子黒板使用回数が、小学校の約２

倍となった。 

 

主な使用教科 

 

 

 

 

 

 

 

小学校は、算数科、外国語活動の順に使用率が高く、中学校は、英語、数学

科の順に使用率が高い。 

 

 



電子黒板を使用した効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

      小・中学校ともに「とても効果があった」「効果があった」という回答がであ

った。特に中学校においては「「とても効果があった」と回答する割合が、小学

校の約１．７倍となった。 

 

【効  果】 

        一部の中学校では、電子黒板の使用が 615 時間を数えた。特に英語科での使

用が多い。使用の感想には「とても効果があった」と答える中学校が多いこと

から、効果的な活用が進んでいると思われる。 

小学校においては、デジタル教科書を使用した算数科の使用率が高いが、今 

後、文科省より英語関係の教材が配布されれば、外国語活動等における使用率

はさらに上がってくると思われる。 

 

【課  題】 

 「電子黒板とつなぐタブレットＰＣの操作性に不具合が起こる」と多く報

告された。ハード面の改善やＩＣＴ支援員の活用等について検討を進めてい

く。 

 

 

②タブレットによる効果的な学習指導【モデル事業】 

    〔モデル校〕湊小学校（３～６年生 ３７名） 

     〔実施内容〕学習ソフト「やる kｅy」による自主学習や家庭学習の実施 

【進捗状況】 

 タブレットの学習が波及し、授業が楽しいと感じる児童や学習内容の理解が高ま

っていると感じる児童の割合が大きい。 

 

【効  果】 

      使用に関するアンケートによれば、ドリル型アプリケーションの活用では、

「タブレットの学習が波及し、授業が楽しいと感じる児童が増えた。」「タブレ

ットを使って苦手なところでも、助言をしながら何回も取り組ませている。」

と答えた教員が増加したことにより、タブレットを使用した学習が効果的に推

進していると考える。 

 

 



③外国人インストラクターの配置・指導時数等の拡大 

   〔配 置 数〕  小学校  ３・４年生 各クラス  年間 ５時間程度 

５・６年生 各クラス 年間３５時間程度 

中学校     全学年  各クラス 年間３０時間程度 

         〔拡大内容〕  平成３２年度より始まる小学校３・４年生の外国語活動に向けて, 

新たに小学校３・４年生へ外国人インストラクターを配置 

 

【効  果】 

      小・中学校に配置されたＡＬＴは、教員と役割分担をしながら授業を進める

ことにより、主に「聞く力」及び「話す力」の育成をねらって英語指導に取り

組んでいる。このことにより児童生徒の総合的な英語力の向上はもとより、学

習意欲の喚起、異文化理解の促進等、様々な効果を生みだしている。 

また、夏季休業中の指導が中心となる英語弁論大会指導においても、原稿の

チェックから発音・表現力の指導まで、充実した活用がなされている。 

 

 

 

視点３ 学習意欲（チャレンジ精神）の向上                          

（１） 各種検定等受検の促進 

失敗を恐れず物事にチャレンジする精神や大きな感動体験が、主体的な学習を成

立させる大きな原動力となることから、各種検定への受検をとおし、子ども達のチ

ャレンジ精神を養う。 

〔対 象 者〕全小・中学生 

〔対象検定〕小学生：日本漢字能力検定 

     中学生：実用英語技能検定 

【進捗状況】 

（２学期） 

・「チャレンジ事業」について 

       第 1回英検 225名    第 1回漢検  39名 

       第２回英検 286名    第 2回漢検 394名 

       合 計   511名    合 計   433名     総合計 944名 

（３学期） 

・「チャレンジ事業」について（予定） 

       第３回英検 237名    第３回漢検 730名     総合計 967名 

・年間合計（予定）※延べ人数 

      英検  754名       漢検 1,163名  年間合計 1,911名 

 

【効  果】 

 小学校の漢検においては、回を重ねる度に受検数が増加した。中学校において

も同様に増加し、児童生徒の意欲の高まりが受検数の増加につながったものと思

われる。 

 



【課  題】 

      今後、受検数の増加に対応できるよう、検定補助のあり方について検討して

いく。 

 

 

 

【学力向上推進計画における学力を評価する指標】 

③英検３級の取得率 

 

○英検 3級の取得率           

      ※年間を通した各校のべ取得者数÷在籍人数）  

 

 

 

○英検 3級相当の英語力を持つ生徒の割合  

※英語担当教員判断 

 

 

 

「英検 3級の取得率」「英検 3級相当の英語力を持つ生徒の割合」が、ともに大きく前

進した。 

適切な目標設定とチャレンジ精神の向上が、この成果を支えていると思われる。 

   

 

（２）心に残る感動の場の提供 

児童生徒の可能性を一層引き出す学びの場や心に残る感動の場を提供し、夢をか

なえるためのチャレンジ精神の向上を図るため、あいづっこ人材育成プロジェクト

事業と連携し取り組んでいく。 

 

【実施報告】 

○各事業が予定通りに実施され、心に残る感動の場の提供が進んでいる。 

・先輩アスリートから学ぶ～トップランナーへの道～ 

※５月２８日（日）小学生４.５.６年生 計１３７名参加 

・～グローバルな人間を目指して～ブリティッシュヒルズへＧＯ！ 

※８月７日（月）～８日（火）小学生６年生 ３９名参加 

・映画から学ぶ～感動をつくる仕事～ 

映画ワークショップ 

※５月５日（金）～５月７日（日）中学生１２名参加 

  映画人による講演と関連作品の上映 

   ※１０月に中学校５校にて実施 

・会津ジュニア大使～会津の元気を全国へ発信～（鳴門市訪問） 

※８月７日（月）～９日（水）中学生３３名参加 

 平成２８年度 平成２９年度 

中学３年生 ９．５％ １９．５％ 

   平成２８年度 平成２９年度 

中学３年生 ２３．０％ ３７．４％ 



・「はてな・ふしぎ」わくわく理数教室 

※７～１１月中学校６校にて実施 

・こころのふるさと会津～会津を学ぶ「まなべこツアー」～ 

 

【効  果】 

      プロジェクトのスローガンである「憧れ」「学び」「誇り」をキーワードに、

実行委員会が中心となり、児童生徒の可能性を引き出す学びの場を設定するこ

とにより、夢をかなえるためのチャレンジ意欲の向上の一助とすることができ

たと思われる。 

 

 

視点４ 学校・家庭・地域が一体となった推進体制の構築                          

 

（１）家庭における学習習慣の向上 

保護者を対象とした講座や啓発チラシの配布等を通して、家庭との連携を図り、

生活習慣の改善を基盤とした学習習慣の質的向上を図る。 

また、主体的・意欲的な授業態度や学習内容の深まりや定着のため、授業の予

習につながる家庭学習の実施を推進する。 

 

 

【学力向上推進計画における学力を評価する指標】 

②主体的な学習態度  

（ア）授業内容の理解度（国語、算数・数学）  

※よく分かる、どちらかというとよく分かると答えた割合 

平成２９年度全国学力・学習状況調査より 

 平成２８年度 平成２９年度 増   減 

小６ 81.7％ 83.0％ 1.3％増 

中３ 71.4％ 67.7％ 3.7％減 

   

   小学校６年生において、国語科、算数科の理解度は、昨年度と比較し、１．３％

増加した。これは、同調査①の「全国学力・学習状況調査」の指数と同様の改善傾

向である。 

一方、中学校においては、国語、数学科の理解度は、昨年度より３．７％減少し

たが、同調査①の「全国学力・学習状況調査」の指数は向上した。 

今後、主体的な学習態度を育て、学習の理解度を高めるため、学習の進め方、教

師から生徒へ、生徒同士の評価、学習の振り返りを充実させ、総体的に学習の理解

度を高めていくよう指導を進める。 

 

 

 

 

 



（イ）平日の家庭学習時間 

平日の家庭学習時間 平成２９年度全国学力・学習状況調査より 

 平成２８年度 平成２９年度 増   減 

小６（１時間以上） 73.9％ 75.9％ 2.0％増 

中３（２時間以上） 26.2％ 28.1％ 1.9％増 

 

家庭での過ごし方や家庭学習について、学校と家庭が連携して取り組んできた結

果が表れ始め、平日の家庭学習時間の増加につながってきていると思われる。 

さらに、授業と家庭学習内容の接続による学習の内容の充実や家庭学習時間の確

保について、福島県教育委員会作成の「ふくしまの家庭学習スタンダード」の活用等を

通して指導していく。 

 

 

（２）開かれた学校づくり 

地域に開かれた学校づくりを促進し、児童生徒の学力の課題に対する学校・家

庭・地域の共通認識を深め、より効果的な連携を図る。 

 

【進捗状況】 

 学校だよりや授業参観、保護者懇談会等において、各校の学力の状況と今後の

対策について保護者に知らせたことにより、学校と家庭の共通の認識を持つこと

ができたと思われる。 

 各校の情報を各家庭に直接届ける「あいづっこプラス」の運用を９月より開始

した。各校における利用者の登録が増加していることから、開かれた学校づくり

が推進していると思われる。 

 

 

（３）学校指導体制の整備 

ＩＣＴ機器の導入を進めることで、学校事務の改善を図り「子どもと向き合う時

間」の確保を図るとともに、特別支援員、スクールソーシャルワーカー、スクール

カウンセラー、サポートティーチャーの配置や地域の人材、地元大学、地域の企業

との連携により地域の教育力の活用を図り、指導体制を整備する。 

また、部活動については休養日の明確な設定の徹底を図り、部活動の適正な運営

を促進し、生徒の学習時間を確保する。 

 

◎ＩＣＴ機器の導入と活用 

 

○ＩＣＴ機器の導入と活用（電子黒板、タブレットの導入）について 

①電子黒板機能付きプロジェクター等の配置 

【進捗状況】 

     〔配 置 数〕 ６７台 小学校：５・６学年 ３５台 

                  中学校：全学年   ３２台   

計６７台 



     〔主な教材〕 小学校：文部科学省英語デジタル教材 

５・６年算数デジタル教科書 

            中学校：数学科・英語科のデジタル教科書 

 

②タブレット配置 

〔モデル校〕湊小学校（３～６年生 ３７名） 

       〔実施内容〕学習ソフト「やる kｅy」による自主学習や家庭学習の実施 

 

【効  果】 

 小中学校において、デジタル教科書やデジタル教材を活用した授業実践を推

進してきたことにより、ＩＣＴ機器の活用が広がっている。 

また、タブレットを配置校（湊小）である「第２回タブレット活用状況」に

よれば、「タブレットを使用することにより、授業が楽しいと感じる児童が増加

している」「学習内容の理解が高まっている」という回答が増え、タブレット活

用の有効性が実証されてきている。 

デジタル黒板を使用した授業づくりやタブレットの有効活用により、さらに

「子どもと向き合う時間の確保」につながるＩＣＴ機器の活用を検討していく。 

 

 

 

◎特別支援員等の配置や地域の人材、地元大学、地域の企業との連携について 

 

○特別支援員、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーの活用 

【進捗状況】 

・特別支援員 市内小学校１９校中１７校に１人 計１８名 ※１校のみ２名配置 

       市内中学校１１校中 ３校に１人 計 ３名 

                          合計２１名 

・スクールカウンセラー（１３名） 

・スクールソーシャルワーカー（２名） 

・教育相談員（２名） 

 

【効  果】 

   各校からの支援員配置の要望が多く、現在小中含め２０校へ２１人を配置し、

授業における個別指導を中心に教育活動の充実に努めている。 

また、スクールカウンセラー（１３名）、スクールソーシャルワーカー（２名）、 

教育相談員（２名）が、各校を計画的に訪問して教育相談を行い、学校と連携

して課題の解決を図っている。 

 

 

 

 

 



○サポートティーチャー等の地域の人材活用 

【進捗状況】 

[配置人数] １６名（教員退職者、会津大学生等） 

[配 置 校] 市内全中学校（１１校） 

[内  容] 授業の補助、不登校生徒等への学習支援、放課後の学習会の開催等 

 

【効  果】 

授業では、サポートティーチャーが学習支援に関わることで、生徒の学習内容

の理解の一助となっている。また、不登校傾向のある生徒等へのサポーティーチ

ャーの個別指導により、不登校解消につながった事例も報告されている。 

 サポートティーチャーが放課後等に生徒の個別支援や学習会を開催すること

により、教員の生徒と向き合う時間や教材研究等の時間の確保につながっている

と思われる。 

 

 

○土曜学習の充実（年１４回の実施完了） 

【実施報告】 

[講  師] ４名（教員退職者） 

[実施対象] 小学校５・６年生（５６名） 

[実施場所] 會津稽古堂研修室 

[実施内容] ・ 児童の学習課題（宿題やドリル等）について、講師が個別指

導を行う。 

     ・ 講師による「ミニ講座」を実施。 

（主として算数・理科に関する内容） 

     ・ 會津図書館を利用し、「調べ学習」「読書」等を行う。 

 

【効  果】 

 児童は「自分の意思」で参加しているため、目的を持って集中して取り組

む姿が多く見られた。 

 保護者からは、「土曜日の生活（学習）の改善を図ることができたため、学

校で先生に称賛され、自信につながっている。」と感想があった。 

 地域の人材を活用した取組として、今後内容面の充実を検討していく。 

 

 

○わくわく理数教室 

【実施報告】 

 [講  師] 著名な理数系の講師（地元大学・地元企業等） 

 [実施対象] 市内中学校（５校） 全校生 (隔年で実施） 

  [実施場所]  各中学校       

 [実施内容] 次表のとおり  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【効  果】 

 地元大学の教授や地元企業の講師による授業を通し、普段の授業だけでは味わ

えない科学や数学のおもしろさや身近な生活の中にある疑問、不思議な現象を実

感させた。 

このことから児童生徒の科学的・数学的な考え方を伸ばし、科学・数学を追究

していく芽を育むきっかけとなったのではないかと思われる。 

 

 

○小中連携会議の推進 

【進捗状況】 

平成２９年５月１９日に第１回小中連携全体会議を開催した。その後各中学校

区において、授業研究会や生徒指導・保健指導に関する合同会議を開催し、現在

年間のまとめに取り組んでいる。 

平成３０年２月２日に第２回小中連携会議を開催し、本年度の反省と来年度の

方向性等について検討する予定。 

 

【効  果】 

     中学校区ごとに、教員が１つの学校に集まり、授業参観・授業研究会を行い、

授業の進め方等について研究してきた。また、家庭学習や家庭における過ごし方、

生活指導の諸問題等について協議を行ってきた。 

このことにより地域の課題について共通理解を深め、小中が連携してよりよい

児童生徒の育成に努めることができたと思われる。 



 

【学力向上推進計画における学力を評価する指標】 

※現状値は平成２８年度、５年後目標値は平成３３年度、１０年後目標値は平成３８年度時点 

①全国学力・学習状況調査 

現状値      5年後目標値    10年後目標値 

小学校６年  （  98.4  ） → （  103.0 ）  → （ 105.0 ） 

      H29（  103.1   ） 

中学校３年  （  95.0  ） → （  98.5 ）  →  （ 101.0 ） 

          H29（   97.9   ） 

※小学校は、全国の上位を目標とする。中学校は、全国平均以上の達成を目標とする。 

②主体的な学習態度（学習状況調査より項目を抜粋） 

（ア）授業内容の理解度（国語、算数・数学） 

※よく分かる、どちらかというとよく分かると答えた割合 

            現状値     5年後目標値     10年後目標値 

小学校６年  （ 81.7％ ） → （前年度比増） → （前年度比増） 

H29（  83.0%  ） 

中学校３年  （ 71.4％ ） → （前年度比増） → （前年度比増） 

H29（  67.7%  ） 

 ※小・中学校ともに、前年度と比較し、改善することを目標とする。 

 （イ）平日の家庭学習時間  

             現状値      5年後目標値    10年後目標値 

小学校６年  （ 73.9％ ） → （  80％  ）  → （  90％  ） 

H29（  75.9%   ） 

※１時間以上学習する児童の割合を、100％に近づけることを目標とする。 

中学校３年  （ 26.2％ ） → （  35％  ）  →  （  50％  ） 

H29（  28.1%   ）※全国平均 35.4％ （7.3％下回る） 

※２時間以上学習する生徒の割合を、全国平均以上とすることを目標とする。 

③英検３級の取得率（年間を通した各校のべ取得者数÷在籍人数） 

現状値       5年後目標値     10年後目標値 

中学校３年  （  9.5％  ）  →  （ 25％以上 ）  →  （ 35％以上 ） 

H29（  19.5%   ） 

【英検３級相当の英語力】※英語担当教員判断 

中学校３年  （  23.0％  ）  →  （ 35％以上 ）  →  （ 50％以上 ） 

  ※国の目標である英検 3級程度の英語力をもつ生徒の割合 50％以上を目標とする。 

H29（  37.4%   ） 

④一人当たりの読書冊数（1ヶ月間） 

現状値      5年後目標値     10年後目標値 

小学校全学年 （ 11.5冊 ） →  （  14冊 ） →   （  15冊 ） 

H29（  10.0冊   ） 

中学校全学年 （  2.7冊 ） →  （   4冊  ） →   （   5冊 ） 

H29（   2.8冊   ） 

※第２次会津若松市子ども読書活動推進計画の指標を基に目標値を設定。 


