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学力向上を目指す学校経営
東京都足立区立弘道小学校校長

川上 彰久

はじめに
本校は、水戸の弘道館の影響を受け明治 11 年に開校した。綾瀬川の
ほとりに位置し、梅を校章としている。12 学級 337 名の学校である。
「おはようございます。」正門前で子どもの元気なあいさつ。教師も
子どもたちに声をかけている。
職員室に、戻ると、日直が「おはようございます。今日一日よろし
くお願いいたします」と全職員があいさつを交わし、教師は教室へ。
朝学習チャレンジタイムの指導が始まる。
学校は、子どもの豊かな学力や人間性を陶冶する場である。
校長は、創意工夫をし、教員が全力で子どもの指導に取り組み、子
どもの望ましい変容を図れる教育環境を築くことが肝要である。
学力向上を目指す学校経営とは、子どもの実態を把握し、学力向上
の方針を明確に示し、教員が生き生きと授業に励み、子どもと喜びや
感動を共有できる創意ある教育活動を日々実践することである。

1

学力向上の経営戦略

１ 研究を中核とした学校づくり −人材開発−
学校は、授業を通して、子どもの望ましい変容を

説明責任と結果責任が問われ、変化の激しい社会

促す教育指導の場である。常に授業の質が問われる。

に信頼を得られる学校を築くには、教員の意識を変

学力向上のポイントは、指導力のある教員、人間性

え、研修を充実させ、自信を持って授業に取り組め

豊かな教員を育て授業の質を高めることである。

るようにすることが最優先課題である。つまり、教

そのためには、校内研修を活性化させ、教員の指

員の能力を最大限に生かす人材開発といえる。

導力の向上を図ることが大切である。

まず、校内研究の在り方を改善した。自己申告に

平成 13 年度に本校に着任した。足立区は、開かれ

基づき、年間研修計画を作成し、教員一人ひとりが

た学校づくり協議会の設置、学校選択の自由化など

主体的に取り組む研究体制にし、全員一回以上の研

学校改革が推進され、特色ある学校づくりが急務で

究授業、グループ研究や初任者は先輩とペア研究を

あった。しかし、学校の現状を見るに、特に配慮を

するなど実践研究を重視している。校内研究の内 6

要する子どもの生活指導に苦慮し、授業に一抹の不

回は公開研究として都区内外からの参加者から忌憚

安を感じた。

のない意見をいただき研究交流を進めている。
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２ 二学期制の導入

−学校改革の契機−

二学期制導入の本来の目的は、従来の三学期制か
ら二学期制に教育課程を再編成し、学力向上を図る
ことである。私のねらいは、教員の意識を変え、従
来の学校運営組織や校務分掌組織を改善し新教育課
程の趣旨を生かし、授業時間を確保し、授業改善を
図る。その学校改革の契機とする。つまり、変化の
激しい 21 世紀の国際社会を生き抜く子どもを育てる
学校の仕組みづくりをすることにある。
学校週五日制になり、授業時数が減り各教科指導
時数の確保など教育課程の編成に苦慮していた。一
方、教員の意識、学校の体質は旧態依然である。
「変

例えば、職員朝会を無くして、朝学習チャレンジ

えなければならない。何とかしなければ」と危機感を

タイムを特設。漢字・計算、読書、簡単な英語活動、

持った。そこで、仙台市で取り組み始められていた

新聞学習などに取り組み、通知表の補助簿的な性格

二学期制に着目した。本校でも導入できないか資料

の「基礎学習カード」を作成した。

を収集分析し私案を作成した。見通しがついたので、

また、校務分掌組織を改め一分掌一人制にし、主

区教育委員会に方針を伝え区の了承を取りつけた。

幹Ⅰ、Ⅱを中核に分掌責任を明確にして、会議の持

早速、校内に二学期制プロジェクトを立ち上げ、こ

ち方を工夫した。その結果、職員会議は二カ月に一

れまでの教育課程を全面的に見直し、二学期制導入

回に縮減。これらの内部努力で得たゆとりの時間を

に向けて調査研究を始めた。

教材研究や個別指導に当てることにした。

これから求められる学力観、授業時数、学習評価、

二学期制（前期・後期）に教育課程を再編成し、創

学校行事や会議の精選、夏季休業中の学習相談など

意ある教育活動を推進する。二学期制導入を契機と

について、改めてその趣旨を理解し、全教育活動に

して、教員の意識が大きく変わり学校が活性化した。

ついて検討し、改善を図った。

３ 教員の得意分野を生かした教科担任制

−新しい指導システムの構築−

明治以来、小学校は、学級担任制を基盤に脈々と

そこで、平成 15 年度文部科学省学力向上フロンテ

学校教育を行ってきた。小学校教育の果たした役割

ィアスクールの指定を受け、二学期制の実施と併せ

は誰もが認めるところである。

て、学力の向上のために教科担任制を試行すること

急速な進展とともに、教育内容が多様化し、子ど

にした。

も・保護者の意識も変化している。教員も高齢化が

小学校の良さを基盤に、教員の得意分野を生かし

進む一方、新規採用教員の大幅な増加が予想される。

た指導システムを構築することを目指し、4 年生以上

これまでの学級担任制では、対応できなくなるので

の全教科で取り組んでいる。

はないかと危機感を持った。
（1）基本的な考え方
・学級の人間関係を基盤として、多くの教員の目で指導する（チームで指導する）
。
・教員が得意分野を発揮し、弘道の教育に貢献する（教員の得意分野を生かす）
。
・上学年は、小学校の良さを基盤に、中学校教育機能の良さを取り入れ、教員の得意分野を生かし教科学習を充実さ
せる。そのことにより、子どもが好きな教科を増やしたり、自分の生き方に多くの示唆を得ることができる。
・下学年は、人間関係を基盤とした教育を推進する（教員、子ども相互の関わり重視）
。
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（2）期待される効果
ア 担当教科を絞るので、教材研究がし易く、深まる。子どもの発達段階や教科の特性、単元の体系を踏まえた指導
ができる。その結果、各授業とも中以上の授業が展開できる。
イ 子どもが多くの教員に接することができ、子どもの各教科学習への関心・意欲が高まる。
ウ 全教員で弘道小学校の子どもを指導しようとする教員の協働体制が確立される。その結果、学習指導だけでなく、
児童理解も深まり生活指導が充実する。
エ 専科、ＴＴ担当、講師等の指導時間の確保や新規採用教員の指導が計画的にできる。
（3）予想される課題
① 時間割編成が大変である。補教（担当の代替者による授業）等が複雑になることが予想される｡（時間割の編成）
② 現行の小学校教員定数の枠内では、全教科で実施することは難しい｡（教員の確保）
③ 授業の調整や、配慮を要する子どもの指導時間の確保などが必要｡（調整役と時間の確保）
④ 各授業の課題や評価情報を共有するとともに学級担任に集約する必要がある。

４ 地域社会や保護者とともに
学力向上は学校と地域社会・保護者と連携して取
り組まなければ効果は上がらない。
そこで、開かれた学校づくり協議会を母体として
学校支援の組織である子育て支援委員会を立ち上げ、
関係機関の連携するケース会議や学習ボランティア
の募集、家庭教育事業支援など学校・家庭・地域社
会が一体となって子育て支援、学校支援の態勢づく
りを進めている。
学力向上に関しては、リーフレット「家庭学習のす
すめ」を作成し全家庭に配布する（右図）
。
また、その都度、学力向上策を学校便りや学年
便りを通して保護者に伝え家庭学習の啓発に努め
ている。

2

取り組みの実際

本校では、学校経営方針に基づき、次のような実践活動を行っている。

１ 生きる力と
「基礎・基本」 −学力の捉え方−
本校では、
「生きる力」を生涯にわたって学ぶ力・

基礎的事項に関わる基礎・基本と新しい学力観に基

生き抜く力とし、その力を身に付けるための必要不

づく関心・意欲、思考力、問題解決能力などの資質

可欠な資質・能力や感性などを 基礎・基本 と捉

能力面での基礎・基本と大きく 2 つの側面から捉え、

えた。

全教育活動を通して学習指導要領に示された内容の

その 基礎・基本 を人として生きるために必要な

定着を図る。

◇ 基礎・基本とは…
小学生期は、人間形成の基礎づくりの大切な時期

基礎・基本 を次のように捉えた。

である。そこで、生きる力を育むため 人としての
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週 1 回の道徳授業の工夫及び充実を図る。
「心の

①基礎学力《知（基礎）づくり》

ノート」を活用したり、児童の実態や授業について

知識及びその知識を活用するための基になる力と

情報交換をしたりする。

捉える。

③基本的生活習慣《生活づくり》

《主な取り組み》

基本的生活習慣は、 知・徳・体 づくりの 土壌

○チャレンジタイム（朝 15 分間の特設時間）

であると考える。あいさつ、マナー、学習習慣など

本校では、 読み・書き・計算 の力に付け加え、

家庭と連携して身に付けさせる。

話す力 を重点指導内容としている。

《主な取り組み》

○各教科の授業の充実

○「弘道のきまり」の取り組み ○家庭学習のすすめ

各教科の授業の充実を図り、基礎学力の定着を図る。

規範意識やマナーについて時と場合に応じた適

○ＴＴ、習熟度別指導体制の工夫（算数科）

切な指導を行う。

充実・発展 のための指導の工夫と合わせて基

④健康・体力《体づくり》

礎学力の定着を図る。

小学生期は、健康な体の基礎づくりの時期である。
体育の授業のみならず教育活動全般を通して健康・
体力を維持・向上させる。
《主な取り組み》
○健康教室 ○すこやかパーク
○校内マラソン（マラソン旬間） ○泳力別指導
保健・体育的行事の充実を図る。

②道徳心・感性《心づくり》
小学生期は、人間形成の基礎づくりの時期である。
とりわけ、豊かな感性や人間性は、様々な資質・能力
が「生きる力」として働くための基盤となると考える。
《主な取り組み》
○道徳の授業の充実 ○道徳授業地区公開講座
○年 1 回公開授業
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２ 学力調査結果の活用
（1）学力向上の方略

足立区は、平成 16 年 6 月に 2 年生以上で国語・算数の学力調査と教員・保護者の意識調査を行った。そ
の結果を分析し、学力向上の総合的な対策を立て全体計画を作成し、実践している。
（2）学力向上の全体計画（省略）
（3）各学年・各教科の授業改善策（ 5 年国語の例）
課題① 「話すこと・聞くこと」について、到

改善策１

き、話す時に役立てられるようにする。

の、自分の思いや考えを相手に分か

自分の考えを話す活動を多く取り入れ

りやすく伝える力が十分備わってい

体験させる。

ない。また、公的な場では丁寧語を

普段から丁寧な言葉で話すように声か

使うことに慣れていない児童が多い。

けする。
改善策２

課題②

自分の思いや考えをワークシートに書

達度は区の平均を上回っているもの

朝学習や授業で漢字の学習を積極的に

漢字の読み書きの反復練習が不足し、

取り入れる。分からない語句は辞書を

正しく読み書きしたり、適切に使用

ひいて調べる習慣を身に付けさせる。

したりすることが不十分。

家庭での反復学習を促す。

（4）保護者への働きかけ

学力調査の結果を基に各学年毎に「学力向上のための取り組み」について家庭に配布した（下図）
。
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３ 朝学習
「チャレンジタイム」
と基礎学習カード
『チャレンジタイム』と称して、朝 8：20 より 15 分

紙による提供もあり新聞に親しませている。

間朝学習の時間を特設している。

このような実践活動を通して、子どもたちに本や

基礎学力（知〈基礎〉づくり）の定着を図る 1 つの方

新聞に親しませ、読む習慣を身に付けさせたり、本

法として「漢字の読み・書き」や「計算系統的内容」
、

の内容や新聞記事における内容などへの関心、また

そして「話す力」の定着のための繰り返し学習を重点

教科や総合的学習へと発展するための意欲･動機付け

的に行っている。

を図ることを目指している。
（2）
「書く」活動

また、学年や学級の実態また子ども達の興味・関
心に応じて 読書や読み聞かせ 新聞学習 や 英語活

一人ひとりの児童が自分の能力に応じ、自分のペ

動 など創意ある多様な学習活動に取り組んでいる。

ースで意欲的に進めていく学習方法で取り組めるよ
うに、カード・ステップ式マスター学習方法を取り

《主な学習活動》

入れた。

（1）
「読む」活動

〈漢字マスターカード〉

主に 読書 をしたり、低学年では、地域・保護者

漢字マスターカードは、小学校 6 年間で学習する

などのボランティアの協力を得て 読み聞かせ をし

漢字を読み替えを含めた約 1000 字の読み書きを確実

たりしている。

に習得させることをねらいとしている。

さらに、東京都の新聞教育推進校として、新聞社 6

各学年の級および問題数は、下記の通りである。

1 学年

240 級〜 201 級（読み・書き 10 級ずつ）05 問ずつ

2 学年

200 級〜 161 級（

〃

20 級ずつ）05 問ずつ

3 学年

160 級〜 121 級（

〃

20 級ずつ）10 問ずつ

4 学年

120 級〜 081 級（

〃

20 級ずつ）10 問ずつ

5 学年

080 級〜 041 級（

〃

20 級ずつ）10 問ずつ

6 学年

040 級〜 001 級（

〃

20 級ずつ）10 問ずつ

※各級ともすべての漢字を確実に習得させるために満点を合格とし、「漢字マスターチェック表」に個人の学習
の経過を記録する。

（3）
「計算」
〈計算系統内容〉活動
漢字の読み・書き と同じように、カード・ステ
ップ式マスター学習方法を取り入れた。計算マスタ
ーは、小学校の計算学習内容を確実に習得させるこ
とによって、算数のつまずきを少しでもなくし、算
数科の学力を向上させることをねらいとしている。
小学校 6 年間で習得する算数の計算体系および数
の概念を各学年 20 段階に分けて級を作り、それぞれ
の級にＡ・Ｂの類似問題を作成してある。
各学年の級および問題数は下記の通りである。
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1 学年

1 − 20 級〜 1 − 1 級（問題数は各 6 問から 10 問）

2 学年

2 − 20 級〜 2 − 1 級（

〃

）

3 学年

3 − 20 級〜 3 − 1 級（

〃

）

4 学年

4 − 20 級〜 4 − 1 級（

〃

）

5 学年

5 − 20 級〜 5 − 1 級（

〃

）

6 学年

6 − 20 級〜 6 − 1 級（

〃

）

※各級（Ａ・Ｂ）ともすべての計算系統内容を確実に習得させるために満点を合格とし、「計算マスターチェッ
ク表」に個人の学習の経過を記録していく。

①英語活動

カード・ステップ式マスター学習には、次のよう

毎週水曜日に、学生ボランティアの方達に依頼し、

な特徴があり成果が期待できる。

簡単な英会話や英語の歌、簡単な英語を使ったゲー

①理解が不十分な内容については、前の学年に立ち

ムなどをしている。

戻り学習できる。また、当該学年の学習理解が十
分に達成した場合、発展的な学習内容に取り組む。

英語を楽しみながら、親しむことをねらいとして

②児童が、自分の到達度を把握でき、いつも自分の

いる。児童の関心・意欲によっては、総合学習へと
発展させることも視野に入れている。

力に応じた学習ができる。
③級順に配列された問題用紙が各クラスのキャリア
ケースに収められ、スムーズに学習に取り組める
学習環境が整備されている。
（4）
「話す」活動
本校の児童は、人前で話すことが苦手である。
そこで、3 分間スピーチなど日常生活の中で自分の
気持ちを素直に表現する機会を設けている。言葉で
自分の気持ちを表現する力や伝え合う力「コミュニケ
ーション能力」の素地を養うための話す機会を子ども
達に与えたい。そのような願いから各学年のねらい
を明確にし、学年や学級の実態に合わせて指導して

②新聞学習

いる。

まず初めは、 新聞に親しもう ということで新聞を

4 年生の実践
例えば、4 年生では、下記のように曜日によってチ

読む活動から入った。新聞を読むことに慣れていなか

ャレンジタイム活動内容をほぼ決め、15 分という時

った子どもも見出しを読んだり、興味のある写真を見

間を有効に活用している。

て記事を読んだりと、少しずつ読むことに慣れてきた。
初めて知ったことやおもしろいと思ったこと、また、

曜 日

活 動 内 容

月

（児童朝会）

火

計算マスター・新聞学習など

水

英語活動・スピーチなど

木

（児童集会）

金

漢字マスター・読書など

興味のあることなどについて赤線などを入れ友達に紹
介したりする活動も取り入れたりした。
また、新聞記事を読んだ後に スピーチ 活動を取
り入れた。多くの子どもは小学生新聞に興味を持っ
ていたが、後期になると一般紙の写真から 何の記事
なのだろうか

すごい写真だな などというように一

般紙への興味・関心をもつ児童が増えてきた。
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そこで、 新聞の 1 枚の写真 を見て、①自分で感
じたこと思ったこと不思議に思ったこと ②記事に
ついて ③感想 この 3 つを柱に話す活動を取り入
れてきた。また、そのスピーチ・話す活動を取り入
れてきた。
さらにスピーチ活動と同時に 新聞づくり を進め
新聞の 1 枚の写真 から、①見出しを考え ②記事
③感想 この 3 つを柱にして書く活動に発展させた。
このような関連させた活動は、新聞を子どもにと
ってより身近に感じさせ、社会のできごとにより関
心をもたせるための有効な方法であると思う。

４ 教科担任制の実際
本校の教科担任制は学力向上のために、現行の小

し合う場としている。

学校の学級担任制を基盤にしながら、教科担任制を

（3）校内研究と教科担任制

一部導入し授業改善を図る方法である。つまり、学

本校では、 教員の得意分野を生かした年間研究計

級の敷居を低くして教室を開き、教員の得意分野を

画に基づく主体的な一人一研究 のシステムを取り入

生かして協働して指導する、新しい指導システムを

れ、授業実践重視の校内研究を進めている。この研

構築することを目指し、実施上の課題を克服し、次

究体制と教科担任制のシステムは、教員の得意分野

のように取り組んでいる。

の指導力を高めより質の高い授業を目指す、まさに
整合性のある研究体勢・実践研究と言える。

（1）時間割の編成と持ち時数の調整

（4）生活指導の充実

時間割の繁雑さを解消するために、教科担任ユニ

教育相談研究会を年 3 回開催し全校体制で子ども

ットと専科・学級担任ユニットの時間に分けて時間

を理解し指導する。また、金曜日の終礼に生活指導

割を編成する。教科担任ユニットとは、教科担任が

の情報交換会を行うなどして全教員で生活指導する

担当する教科の授業。専科・学級担任ユニットとは、

協働体制を築くようにしている。

音楽・図工・家庭科の専科担当教科と学級担任が指

（5）指導計画の見直しと評価計画

本校は教科担当者が中心になって指導計画の見直

導する学級活動・総合的な学習の時間・道徳の授業

しと評価計画を作成した。各教科担当が、各教科と

である。

もに年間指導計画に基づき、指導の工夫や手だてを

また、学校行事や水泳指導の期間は、教科担任会

考え、指導と評価の一体化がさらに図れるように努

において特別時間割を作成し、調整している。

力している。

持ち時数については、担当教科や主幹等の校務分

（6）週案簿の記入と計画的な実践

掌、教科の配当時間数等を考慮して決める。また、

教科担任制の実施にともない、担任としての限ら

教科の配当時数や教員の得意分野を生かす観点から

れた時間の指導、また教科担任としての限られた時

教科を複数担当することもある。

間の指導をさらに細かく計画的に行っていくことが

（2）教科担任会

主幹を中心に毎週木曜日の放課後教科担任会を開

大変重要になってくる。そこで、週案簿の記入が大

き、教科担任と専科・ＴＴ教員が、情報交換・報

切である。1 週間の指導計画及び指導授業時数のカウ

告・連絡・相談・調整を行う。日々の取り組みの中

ントをしている。4 年生以上の担任は、学級担任の週

で生じてくる課題や疑問を如何に解決すべきかを話

案簿と教科担当の週案簿と 2 冊併用している。
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また、行事やその練習などで削られた時間等、時

（7）成果

数調整のために各教科担当が責任をもって時数を調

子どもや保護者の意識調査の結果を考察すると

整・確保している。

77 ％の子どもが続けてほしい、59 ％の保護者が教科
担任制になってよかったと述べている。
（平成 16 年
12 月実施）

児童
教科担任制を続けてほしい（４〜６年生合計）

保護者
教科担任制になってよかった（４〜６年生保護者合計）
1％
9％ 12％

9％
14％

あてはまる

31％

あてはまる

まったく

まったく

４年

５年

５年

６年

６年

とても

40％

ない

47％

４年

20％

わからない

ない

45％

0％

とても

とても

32％

60％

あてはまる

80％

ない

100％

0％

まったく

とても

20％

40％

あてはまる

60％

80％

わからない

100％

ない

まったく

５ 教科担任による少人数・習熟度別指導
本校は、平成 15 年度から 4 年生以上の算数全時間

（2）課題と対応策

①少人数・習熟度別指導に対する教員間の理解

で教科担任制による少人数・習熟度別指導を行って
いる。少人数・習熟度別指導の基本的な考え方を明

当初、偏った平等意識から、習熟度別指導に消極

確にし、課題の解決を図り、算数の授業を充実させ

的な教員がいたが、子どもの興味・関心や理解力、

ている。子どもたちの評価も高い。

学習進度などに応じて個を生かす授業を追究する先
進校の実践を紹介するなどして一斉授業ではできな

（1）少人数・習熟度別指導の基本的な考え方

い習熟度別指導の良さを教員に理解させ、具体的な
方法を習得させて授業改善を図っている。

子ども一人ひとりに基礎、基本的な能力を確実に習

②少人数・習熟度別指導のグループの分け方

得させるとともに、個に応じたきめ細かい指導を可能

少人数指導のグループ分けには、単純分割型、課

とし、子どもの個性や能力に応じた学力を身に付けさ

題別選択型、習熟度別などのグループ編成が考えら

せることをねらいとしている。

れる。

すなわち、理解の遅い子どもには、小学校で身につ

本校では、平成 13 年度から 4 年生以上のクラスで

けなくてはならない基礎・基本の習得に力点を置いた

習熟度別指導を取り入れた授業を行ってきた。平成

授業を構成し、理解の早い子どもには応用、発展的な

15 年度から、教科担任制を試行し、算数担当とＴＴ

内容の習得に力を入れた授業を構成している。子ども

担当、時間講師の計 3 名で担当している。

一人ひとりの理解の程度に応じた授業を工夫すること

単元のはじめに既習事項のプレテストと各コース

により、子どもの自ら学ぶ意欲を伸ばすことになる。

のガイダンスを行い、それにより、子ども自身がコ
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④教材研究と打ち合わせ

ースを選ぶ事を原則としている。

教材開発と教師間の打ち合わせが大切である。教
科担任制を取り入れているので時間割編成時に打ち

○ぐんぐんコース（補充・復習コース）
学習内容を十分に理解してこなかったために学力

合わせの時間を確保している。一週間の日課に位置

がきちんと身に付かないままに過ごしてきた子ども

づけるなど時間確保の工夫をしている。また、活用

がいる。学習に遅れがちな子どもたちには一人ひと

した教材教具は計画的に保管し繰り返し活用を図っ

りの学習状況に応じてゆっくり、わかるまでていね

ている。

いに指導する必要がある。ゲームを取り入れたり、
⑤保護者への啓発

半具体物などを使ってていねいに指導している。時

学校便りや学校公開、授業参観、保護者会などを

には個別指導が中心になることもある。

通して、子どもたちにはこんなメリットがあると伝

○ばりばりコース（基礎・習熟コース）

えることにより、理解と協力をお願いしている。

教科書に載っている基礎・基本の内容を確実に定
着させるために、理解を深めたり、習熟を図ったり
するコースである。主に教科書を中心に授業を展開
する。
○わくわくコース（発展・拡充コース）
数学的な考えをさらに伸ばしたり、問題解決の能
力を高めたりするために、教科書の内容をより発展
的に扱う授業展開をする。自分たちで問題を作った
り、友だちの解き方を他の子が説明したり、数領域
を広げて扱ったりする。また、先進校から発展的な
教材を収集し活用している。

（3）少人数・習熟度別指導の成果

③指導の工夫

子どもの声を聞くと ①わからないとすぐに聞く
ことができる。
（自分のつまずきに気づくことにより、

○事前に各コースの説明を十分にし、教師側のアド
バイスも含めて自分でコースを決めさせる。また、

きめ細かくわかるまで教えてもらえる。
） ②「自分

途中の変更も可能である。何のために行うかよく

に合った方法で学習を進めることができる。コース

説明し、くれぐれも友だち関係などでは選ばない

を自分で選択することで学ぶ意欲が高まる。
」と好評

ようにさせる。

である。

○補充・復習コースの指導のあり方に十分配慮する。
◇算数の意識調査（平成 16 年 2 月実施）

できない、わからないことを何とか克服しようとし

平成 16 年 2 月に本校 4、5、6 年生に実施した習熟

て選択するコースである。このコースを選んだ子ど
もには、算数に対する苦手意識や学習不安をもつ子、

度別学習に対する子どもの意識調査である。

何度もざせつ感を味わってきた子、さらには家庭環

●その結果、算数の授業が「とても楽しい」
「楽しい」

境の恵まれない子が多い。まず安心感をもたせなが

と答えた子どもが、

ら、「できる」
「わかる」ようになるまでじっくり、

4 年…… 79 ％、5 年…… 66 ％、6 年…… 56 ％
●「よくわかる」
「わかる」が、

ていねいに取り組むことが大切になってくる。一人
一人の学習状況に応じた個別指導を中心に授業を行

4年…… 85 ％、
5年…… 86 ％、
6年…… 86 ％である。

うこともある。1 時間のなかで「少しでもわかるよ

どの学年も 8 割以上が「わかる」と答えているが
「楽しい」は学年が進むにつれて減少していく傾向に

うになった、できるようになった」子どもを励まし、

ある。

自信をもたせるように心がけている。
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全学年に拡大したい。低学年のつまずきが中・高

（4）今後の課題

学年の学習に多大な影響を与えると考える。その

①国語や算数においては、少人数・習熟度別指導を

際、全学年を見通した時間割の編成が重要になる。

取り入れ子どもの理解度に応じてきめ細かな指導

③よくわかる子どもにも発展的な学習をさせ、さら

をすることが重要である。

に楽しく感じる割合を増やす必要がある。

②限られた学年や単元別において試行する段階から、

６ 基礎学習カードと夏季休業中の学習相談
知表が年二回になるので、通知表の補助簿的な性格

（1）基礎学習カード

をもたせるものも必要になる。そのために、本校で

二学期制では、長期休業が、学期の区切りとして

は基礎学習カードを作成した（下図）
。

ではなく、学期の途中にあるので、長期休業を視野
に入れた継続した学習を行う必要がある。また、通

基礎学習カードは、6、10、12、3 月と年 4 回発行

ラスで、およそ 90 分以内である。教員の負担はそれ

する。また、教師と児童と保護者が一緒に考え課題

ほど大きくない。

を達成するための、児童の成長の記録の性格もある。

基礎学習カードは、弘道ファイルに入れて保護者

内容は、朝学習の時間に、カード式の進級方式で

に渡す。この弘道ファイルは、6 年間の通知表と基礎

取り組んでいる漢字・計算カードの進級の状況を知

学習カードが入るように作成し、保管に便利なよう

らせる。

にした手作りのファイルである。
（2）夏季休業中の学習相談と家庭訪問

また、朝学習等で行っているスピーチの様子を知

長期休業を視野に入れた継続学習のために夏季休

らせる項目や、自分の生活を振り返る自己評価によ
る生活欄、水泳の記録や 50 ｍ走のタイムを記入でき

業中に学習相談と家庭訪問（三者面談）を行っている。

る、体力づくりの記録の欄、本を何冊読んだかが分

①学習相談
基礎学習カードで明確になった課題に取り組ませ

かる読書の欄がある。
そして、長期休業前には、基礎学習カードを見な

るため、本校では夏季休業中に学習相談日を設定し

がら休業中の自分のめあてを最後のページに記入し、

て児童に対しての学習支援を行っている。平成 16 年

学びの連続性をもたせるようにしてある。

度は、1 年生は 6 回、2 年生は 8 回、3 年生は 9 回、4
年生以上の国語教室は 15 回、算数教室は 9 回、理

担任がこのカードを作成する時間は 30 人程度のク
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科・社会教室は 9 回、健康質問教室 3 回、図工教室 7

を望まない家庭には三者面談という形で対応した。

回、リコーダー教室 7 回、読書教室 10 回、体育教室

7 月に個人面談をしているので、児童の学習課題や

4 回、計 87 回学習相談を進めた。

生活習慣についての取り組み状況を把握し指導する

4 年生以上は教科担任制を行っているので教科別の

ことに努めている。
「長期休業中のめあてが達成でき

担当者が指導する。国語教室、算数教室では、漢字

ているか、夏休みの生活が充実しているかどうか」

や計算のマスターカードを使って、児童が学習を自

担任が直接子どもに実態を把握できる良い機会にな

分で進め、分からないことがあると担当の先生の所

っている。また、学習で困っている場合、
「学習相談

に行き指導を受ける方法を取った。児童の自主性を

でこういうことやっているからきてごらん」
と指導し、

尊重することによって、児童に基礎・基本の学力を

読書感想文で困っている児童には、
「読書教室がある

身に付けることと自主性を育てた。理科・社会教室

から先生に相談してごらん」と促し、自分から感想文

では夏休みの自由研究を中心に、パソコンを使った

の書き方の指導を受け、読書感想文のコンクールに

り実験を行ったりした。児童がやってみたいことを

応募して受賞した児童もいた。

専門知識がある教師が支援することで、無理なく進
めることができ、児童の意欲が高まり、発展的な学
習につながっている。
また、健康質問教室では養護教諭が、図工、リコ
ーダー教室では専科教諭が行った。読書教室では、
図書ボランティアの保護者の協力もあり読書指導を
スムーズに進めることができた。
②家庭訪問（三者面談）
家庭訪問は、お盆中と 8 月の最終週を除いた日程で、
担任が各家庭と調整を行い実施した。また、家庭訪問

７ 「お父参会」
による土曜授業
平成 15 年度から、親父の会である「お父参会」を
発足させた。
「お父参会」は、家庭で子どもの教育
やしつけをする場を設け、学校生活を支援するこ
とを目的に設立され、土曜教室を中心に活動して
いる。活動内容は、サッカー教室、英会話教室、
国語教室、卓球・バトミントン教室、パソコン教
室などである。
お父さんたちと子どもたちの交流を深めながら、
活動に取り組み、常時 50 名程度参加している。
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８ 「あだちコアスクール」
と開かれた研究の推進
学力向上は、子どもと直接接する教員の豊かな人

まず、6 月 25 日に研究報告会を開催。その後も研

間性に裏付けされた実践力、授業力向上によって達

究公開を続けている。それらの貴重な意見を授業改

成されるといっても過言ではない。

善に結びつけている。

本校では、教員が、自己申告に基づき年間研究計

これらの実績が認められ、平成 16 年 9 月、足立教

画を立て、全員、年一回以上は授業を公開し合い実

育委員会から区の学力向上策の一環である「あだちコ

践研究を深めている。研究協議会の方法も工夫して

アスクール」に指定された。指定のねらいは、これか

いる。

らも研究を継続的に推進して区内の学校にその研究

昨年度、全国から 43 組、230 数名の参観者があっ

成果を還元すること。併せて、区内の現職研修の一

た。それらの実態を踏まえ、本年度から、教師の主

部を担うことである。長期見通しを持って開かれた

体的な研修を確かなものにしたいと考え、校内研究

研究を推進する。

を、区内外に公開し研究交流を進めることにした。

3

今後の課題

１ 学力向上は永遠の課題であるが研究を核に
本年度は 1000 名を越す教育関係者の視察や研修参加者が見込まれる。研究の交流の輪が広がり教員の授業力
は高まっている。今後は「あだちコアスクール」として教員の視野を広め、授業改善につながる開かれた研究を
推進する。

２ 学校と家庭・地域社会の協働を目指して
年々、学校・家庭・社会の果たすべき教育機能が混沌としている。家庭・地域社会とも連携して学校が情報
を常に発信して、子どもの学力向上を図る。

３ 人間力向上の視点から方策を立てる
基礎学力の低下が指摘されているが、目的や生き甲斐を感じられない大人社会の反映でもある。学力から人間
力向上の視点に立って、方策を立てることが重要ではないか。生き方や意欲を重視した学校教育を考え推進する。

公開研究等の連絡先 03 − 3887 − 6691
http://www.adachi.ne.jp/users/adkoud/index.html
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