
学力向上に係る効果的事例 

【白岡市教育委員会】 

 心を耕す活動の充実  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例１：ふるさと意識の醸成 キーワード：住む町への愛着・自尊感情 

①地域の伝統芸能「ささら獅子舞」を知る・参加する・保存を願う。 

    

  「知る」 興味津々、ささら獅子舞コーナー    「参加する」 郷土文化研究クラブの活動 

    
     「参加する」 奉納で堂々と演舞        学習発表会で演舞を体験し、伝統を味わう         

 

②市制施行（平成２４年１０月１日）

の機会をとらえて、我が町「白岡」 

       への愛着を深める。 

市のマスコットキャラクター 

「なしべえ」「なしりん」登場 

大好き！白岡 (児童集会) 

本校の児童は、ペーパーテストで全国や埼玉県の平均値を上回り、学習意

欲が旺盛で規範意識も高い。この実態から、本校では、学力向上への即時

的な対策をとりつつ、さらに、生涯学習の基盤となる学力の形成を目指す。 

「教養」を英語で cultureというが、culture には「耕作」という意味も

ある。よく耕された土地に作物が実るように、豊かに耕された心は学力を

向上させる良い土壌となる。そこで、将来にわたり主体的に学ぶ力の習得

をめざし、心を耕す活動を充実させることとした。 

 

学力向上に必要な「心を耕す活動」 

 
 

 

 

 



事例２：言語活動の充実 キーワード：読解力・家庭との連携 

質問紙（県学習状況調査･全国学学調査）から「読書」に伸び代！そこで… 

①学校図書館を充実させる。 

    
  本と仲よくする通り 先生のおすすめ本コーナー  自由読書コーナーに暗幕→読み聞かせ劇場 

②読書活動を推進する。 
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学力向上だより

ごあいさつ
　この平成２５年度版学力向上だよりは、平成２５年４月に実施され
た５年生の埼玉県学習状況調査及び６年生の全国学力・学習状況調査
の結果をもとに考察したものです。高学年だけの実施ではありますが
本校児童の実態ととらえ、現状及び学校教育と家庭教育の視点を共通
理解するためにまとめました。
　お子さんの家庭での生活や学習への働きかけに活用していただき、
さらに高い学力を身につけられますようご協力をお願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　　白岡市立南小学校長　山中俊明

平成２５年度 埼玉県学習状況調査 質問紙調査からわかる本校児童の特徴

【５年生・平成２５年４月２５日実施】 良い点① 規範意識が高く、思いやりがある

　学校のきまりを守っている。 　人の気持ちが分かる人間になりたい。

ペーパーテストの結果 ※数値は正答率、 は県との比較で劣る項目を示す
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67.0 67.4 良い点② 学力向上への意欲が高い

85.0 82.7 　将来の夢や目標をもっている。 　勉強が好きだ。
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66.7 64.6 もっと伸びていいはず!?…ここに注目！

72.5 70.0 　ふだん家庭でしている勉強は、次のうちどれに近いですか。

考察

○平均値は埼玉県を上回るものが多く、学力の定着度は高い。

▲個々の問題から次のような課題がみられる。

　・文脈や主語と述語の関係を正しくとらえていない。

【国語】次の文の述語は「行った」です。「行った」に対する主語はどれですか。

土曜日に わたしは 友だちと 公園に 行った。(正答率22.4％/埼玉県29.0)

　・「ふさわしくないもの」を選ぶことを苦手としている。

→上記の２点は、問題をよく読まずに取り組む傾向も示している。

  ・地図の読み取り方や方位についての知識が定着していない。 　１日にどのくらい読書をしますか。(白岡市との比較)

【社会】埼玉県の地形図で「南東」を問う問題　(正答率41.6％/埼玉県54.2) 北

  ・概数でとらえる（見積もり）感覚が形成されていない 北西 北東

【算数】教室のつくえの面積は、およそ□c㎡です。 　　　西 　東

①24　②240　③2400　(正答率16.0％/埼玉県19.4) 南西 南東

  ・実験や観察での理解を一般化できていない 南

【理科】空気と水をそれぞれ温めたときの膨張のしかた　(正答率40.0％/埼玉県57.5)

　→実験では、水の膨張はわずかであるため「膨張しない」と勘違いの可能性あり

　　実験方法を改善するとともに液体や固体も膨張することを知らせ一般化する
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（２）｢地域の人々の生産や販売」

（３）｢飲料水、電気、ガスの確保や廃棄物の処理」

（４）｢災害及び事故の防止」
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平成２５年度 全国学力・学習状況調査
【６年生・平成２５年４月２４日実施】

本校 埼玉県(公立) 全国(公立) 秋田県(１位)

ペーパーテストの結果 68.5 62.6 62.7 71.7

○各種(国語AB/算数AB)全国及び 52.5 49.7 49.4 59.1

　埼玉県の平均値を上回っている。 81.5 76.2 77.2 82.8

▲秋田県の平均値には及ばない。 63.8 57.7 58.4 67.1

学力と生活の相関

○全観点で全国平均を上回っている。

○学習への関心が高く、学力定着への

　基礎が備わっている。

○学習習慣及び生活習慣が確立されて

　いる。

○規範意識が高く、自尊感情が醸成され

　ている。

・国語Ｂ(活用)に課題がみられる。

・言語活動・読解力に成長する余地がある。

↓

▲言語活動・読解力への働きかけが、

　国語Ｂを向上させる鍵となる。

今後、特に力を入れたい課題

★質問紙調査で明らか！【言語活動・読解力の基盤となる「読書」が不十分】

　そこで、今後一層、読書の活性化に取り組みます。

②本を読んだり，借りたりするために，学校図書館(室)や
　地域の図書館にどれくらい行きますか。
　（教科書や参考書，漫画や雑誌除く）

平均正答率(％)

国語Ａ：主として知識

国語Ｂ：主として活用

算数Ａ：主として知識

算数Ｂ：主として活用

①家や図書館で，普段（月～金曜日），１日当たり
　どれくらいの時間，読書をしますか。
　（教科書や参考書，漫画や雑誌除く）
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学校での取組

・図書室(本ナカ通り)をさらに充実させます。
（学校応援団による読み聞かせコーナーの活用

を含みます）

・教員による読本紹介や委員会活動による

読み聞かせなどで興味関心を高めます。

・すきま時間の読書を勧めます。

家庭での取組はさらに効果的です
(取組例)

・家庭学習で読書！

・「ながら聞き」でＯＫ，音読を聞く！

・テレビを消して家族で読書タイム！

・お子さん専用の書棚！(増える喜び)

ここの厚みを

増やしましょう

 

「学力向上だより」を発行し、本校児童の

学力状況を家庭に知らせる。その上で、読

書活動を推進する必要性を説き、家庭で

の取組例を示して協力を依頼する。 

 

事例３：児童会活動の充実 キーワード：創意工夫・愛校心 

①生徒指導上の課題を扱う児童集会 

           

②学習成果の発表としての児童会活動 

土曜学習参観の「○○小まつり」(遊びの交流)を「学習発表会」へ組み替え 

     

 １･２年…生活科       ３年【郷土】   ４年【環境】     ５年【健康】     ６年【福祉】 

学校での取組

・図書室(本ナカ通り)をさらに充実させます。
（学校応援団による読み聞かせコーナーの活用

を含みます）

・教員による読本紹介や委員会活動による

読み聞かせなどで興味関心を高めます。

・すきま時間の読書を勧めます。

家庭での取組はさらに効果的です
(取組例)

・家庭学習で読書！

・「ながら聞き」でＯＫ，音読を聞く！

・テレビを消して家族で読書タイム！

・お子さん専用の書棚！(増える喜び)

 

←課題１：あいさつ 

パワフル○○小！ 

元気なあいさつ大作戦 

課題２：いじめナシ→ 

けんかはナシよ！ 

笑顔届ける梨宅急便   
   (教員も一緒に！) 

総合的な 

学習の時間 


