
１（１）学力向上推進計画 あはりっ子プロジェクト   令和 ４ 年度版 

～ オンリーワン きらきら学ぶ あはりっ子 ～        渡嘉敷村立阿波連小学校             
  

あ は り っ 子  の  学 力 

～ 全国学力・学習状況調査結果 ～ ～ 県到達度調査結果 ～ 

令和 3 年（2021 年）5 月 27 日（木）実施 

 国語 算数 

本校 71.4％ 84.4％ 

県 64.4％ 69.5％ 

島尻 65.8％ 70.3％ 

正答率３０％未満 ０％ ０％ 

無回答率 0％ 6.3％ 

令和４年（202２年）３月４日（金）実施 

 本校 県 島尻 

5 年国語 78.4％ 68.8％ 67.7％ 

5 年算数 58.8％ 53.1％ 50.4％ 

6 年国語 62.5％ 61.8％ 62.3％ 

6 年算数 44.1％ 38.5％ 39.5％ 

 

総括目標 あはりっ子一人一人の学力を高め、全員を全国水準に近づける。 

成果指標 

□全国学力・学習状況調査において、全教科で各児童が７割以上の正答率を達成する。 

□沖縄県学力到達度調査において、全教科で各児童が７割以上の正答率を達成する。 

□各調査等において、児童全体の無回答率を皆無にする。 

□各調査等において、児童全体で正答率３０％未満の児童を皆無にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組の重点 

 個の伸びを保障する 

複式学級授業改善 

方策１    めざす授業像の共有 方策２     教材研究の充実 

【めざす授業像】 

児童一人一人の学びを大切にした 

対話的で協同的な授業 

【めざす子供の姿】 

  友だちの話を深く聴き、 

相手を思いやるあたたかい言葉で伝え合い、 

共に伸びる児童 

・授業プランシートの活用 

（めあてに正対したまとめ・振り返りの徹底） 

・各種資料の分析・活用 

（各種調査後の分析から、落ち込みのある内容を

繰り返し学習） 

・校内研究及び授業研究会の充実 

（めざす授業像・児童像の実現に向けて） 

方策３  学力向上マネジメントの推進 方策４   学習を支える力の育成 

・到達目標の設定及び具体的な手立ての共有 

（学力向上推進フォーカスシートの活用） 

・学校 OJTの推進 

（教師間の日常的な授業参観の充実） 

・学習環境の充実（ICT機器の整備・整理整頓） 

・読書活動の充実（読書タイム・ファミリー読書） 

・家庭学習の習慣化 

・生活リズムの確立（生活リズムチェック表） 

方策５ 集団づくり・自主性を高める取組工夫 方策６    教育行政との連携 

・各行事における全児童での取り組みの充実 

・縦割り班による委員会活動の充実 

・支持的風土をつくる学級経営 

（互いに聴き合い、学びに向かう雰囲気づくり） 

・各種研修会への参加の推進 

（事務と予算上の相談・連携） 

・各種提言等の情報共有及び推進 

チーム阿波連 ６つの方策 

○５年・６年ともに、国語と算数の県平均を上

回っている。 

○正答率３０％未満は０人だった。 

●国語・算数ともに記述問題での誤答がやや多

かった。 

○国語・算数ともに全国平均を上回っている。 

○正答率３０％未満は国・算ともに０％を達成す

ることができた。 

●算数において、無回答が若干見られる。 



（２）令和４年度 渡嘉敷村立阿波連小学校 学力向上年間サイクル 

月 本 校 の 取 組 ◆下線部は本校独自の取組 学力向上推進室・島尻教育事務所の主な取組 

 

１月 

 

 

 

 

２月 

 

 

３月 

 

今年度の「学力向上年間サイクル」スタート 

□年度末の取組  学力向上強化月間（◆全職員体制チャレンジタイム） 

◆標準学力調査実施（全学年）  ﾚﾃﾞｨﾈｽを揃える取組 
・冬休みの宿題点検 

・当該学年の既習事項の定着確認と 

補充的指導 

□県学力到達度調査の実施 

□県学力到達度調査結果の活用 

・成果や課題の把握、結果分析の共有 

・授業改善ポイントの共有と実践（課題のあった問題） 

・教科年間指導計画の見直し（時数配分等） 

通年 

・学校支援訪問 

・教科訪問の実施 

・授業改善ブロック型研究会 

・学校運営アドバイザー訪問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○全国学力・学習状況調査結果分析 

説明（５月） 

○学力向上強化月間は地区学力向上推

進委員会で設定 

○校長・教頭・教務主任研修会 

 

 

 

 

○理科観察・実験指導に関する 

研究協議会（６月） 

 

○小学校算数授業改善研究会（７月） 

 

○小学校国語授業改善研究会（９月） 

 

 

 

○小英語スキルアップ研修会 

○小中英語指導力向上研修会 

○理科観察・実験指導に関する 

研究協議会（１０月） 

春季 

休業 

□春休み期間中 

・宿題の提供 

４月 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月 

  

６月 

７月 

□年度始めの支持的風土をつくる学級経営を中核とした取組 

・春休みの宿題点検   （学習規律徹底月間） 

・学習規律       （スタートカリキュラム取組月間） 

◆通年（朝 5～10分間：読書・読み聞かせタイムの実施） 

（放課後 20分間：チャレンジタイムの実施） 

□全国学力・学習状況調査（6年）実施 

◆標準学力調査実施（2～6年） 

□調査結果の活用 

・成果や課題の把握、結果分析の共有 

・授業改善ポイントの共有と実践 

 

■学びのたしかめの実施と活用 （自校採点・入力） 

□全国学力・学習状況調査結果（文科省公表） 

・客観的な分析、改善策の再検討 

・個人票を活用した個への支援 

夏季 

休業 

□夏休み期間中           

◆計画に沿ったサマースクールの実施 ・宿題の提供等 

８月 

 

９月 

10月 

11月 

 

12月 

□夏休み明けの取組   

・夏休みの宿題点検 

□全国学力・学習状況調査結果の活用 

◆読書月間の取組 

■学びのたしかめの実施と活用（自校採点・入力） 

・成果や課題の把握、結果分析の共有 

・授業改善ポイントの共有と実践（課題のあった問題） 

・次年度教科年間指導計画の検討（時数配分等） 

□調査結果の活用 

・成果や課題の把握、結果分析の共有 

・授業改善ポイントの共有と実践 

（課題のあった問題） 

冬季 

休業 

□冬休み期間中         

・宿題の提供 

 

１月 
次年度「学力向上年間サイクル」スタート 

学力向上強化月間（◆全職員体制チャレンジタイム）ﾚﾃﾞｨﾈｽを揃える取組 
（アプローチカリキュラム取組月間） 

※上記同様の取組 

小３～小５（国語、算数） 

国語（小５・小６） 

算数（小５・小６） 

理科（小５） 

小３～小５（国語、算数） 



（３） 達成目標及び具体的取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「確かな学力」の向上における達成目標 

◎年間読書目標冊数 ・・・・・・・低学年（１３０冊）・中学年（１００冊）・高学年（８０冊） 

◎がんばりノート年間目標冊数・・・低・中学年（１０冊）・高学年（８冊）※プリント 60枚で１冊 

  

 

 

 

読書活動の充実 

少人数を生かした個別指導の充実 

心に響く体験活動の充実 

生徒指導・教育相談の充実 

キャリア教育の充実 

・一人一人のよささがし・人権教室や平和集会の実施 

・体験活動を取り入れた授業改善 

・地域人材を生かした取組（人･もの･こととの触れ合い） 

・「聴き方」の指導の充実 

・相手の意見を受けて、自分

の考えを伝える力の育成 

・机の配置の工夫 

・学びを促す授業の工夫 

・児童が学びに向かいたく

なる発問の工夫 

分かる授業構築のための校内研修の充実 

・教師の｢授業力向上｣を図る主体的な校内研修 

・各種学力調査結果を踏まえた授業づくりの推進 

・授業のねらいの明確化・めあてと正対したまとめの徹底 

・個に応じた指導 ・繰り返し指導 ・ｶﾞｲﾄﾞ学習 

・ICT（電子黒板・タブレット等）を活用した授業実践 

・チャレンジタイムの実施(月・火・木の放課後) 

・サマースクール（７月） 

・学力強化期間(1月～2月) 

道徳教育の充実 

・毎月一回のぴかぴか清掃(地域清掃活動)の充実 

・阿波連の地域行事への積極参加（ﾊｰﾘｰ、浜下りなど） 

・全校児童の委員会活動(ボランティア精神の醸成) 

・栽培体験活動 ・高齢者との交流会の実施 

・「生徒指導連絡会」 

（毎月）による全職員で

の共通理解・共通実践 

・｢教育相談週間｣の設定

（毎学期）による児童と

向き合う時間の確保 

・スクールカウンセラーの

活用による児童・保護

者・教師の心身のケア 

・非行防止教室の実施 

・職場見学実施 

・キャリアパスポートの活用  

「聴き合い」「学び合い」を意識した授業実践 

｢確かな学力｣の向上 豊かな心の育成 
 

児童の実態に応じた指導「チャレンジタイム」「学力強化期間」 

ボランティアによる読み聞かせ 
 

図書コーナーで図書の紹介 

児童の様子に着目した授業研究会 

海岸清掃(ぴかぴか清掃) 高齢者との交流会（福祉センター） 

・朝読書の時間の設定（月・水・木・金 8：15～8：25） 

・毎月の読書目標をブックトークで確認、関連図書の紹介 

・図書コーナーの効果的活用 ・朝の読み聞かせ（火） 

   キャリアパスポート    職場見学(５，６年) 

一人一授業の取り組み 

平和集会 

非行防止教室 

 世界エイズデー 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渡嘉敷村の取組目標 阿波連小学校の取組目標 

○地域人材を活用した体験学習、教科等、学習の充

実を図る。 

○各種検定試験を支援し合格率６割以上を目指す。 

○諸検定結果到達度率の分析、全職員による研究

授業の開催を推進する。 

○家庭学習目標冊数達成状況及び内容評価、通学

合宿の２回開催を支援する。 

○目標管理型評価システムの構築を推進する。 

①全教諭が毎時の授業で、「めあて・まとめ・振り返り」

を確実に実施する。 

②聴き合い・学び合いを軸にした授業展開充実に努める。 

③家庭と連携しながら、発達段階に応じた読書活動や家

庭学習の充実に努める。 

④発達段階に応じたキャリア教育の充実に努める。 

基本的生活習慣の形成 
 

健やかな体の育成 

学校凡事徹底、一事徹底の協働実践 安全指導の充実 

・保健集会（歯の衛生、ｴｲｽﾞ教育、風邪･ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの予防） 

・食育指導（給食の完食奨励・食事のマナーなど） 

・思春期教室 ・性教育 

健康教育の充実 

・地震津波避難訓練   ・火災避難訓練 

・最悪を想定した危機管理マニュアルの作成 

・自転車安全教室    ・定期的な安全点検 

地震津波避難訓練 自転車安全教室 

思春期教室（LGBT） 保健指導 

運動・遊び・体験を通した体育学習 

・持久走（トリムマラソン、創立駅伝に向けての取り組み） 

・一輪車指導 

（運動会での全児童演技・ツールドおきなわ一輪車参加） 

・海を生かした体育 

（ハナリ遠泳・シーカヤック・シュノーケリング教室等） 
・糸満地区陸上競技大会に向けての取り組み 

☆１校１運動   ◯一輪車   ◯持久走 

シーカヤック教室 全員で協力し合う一輪車演技 

早起き会(ﾗｼﾞｵ体操)の奨励 早起き賞の授与 

あはりっ子の凡事徹底 

教師・保護者・地域の凡事徹底 

・早起き会（ラジオ体操）の奨励（６時３０分） 

・早起き賞の授与（毎学期８割参加達成児童） 


