
１ 中期学校経営方針 

（１）学校教育目標と教育課程全体で育成する資質・能力 

学校教育目標  教育課程全体で育成する資質・能力 

ま：学びをいかそうとする子（知） 

※（知）のみ記載 

 〈自分づくりに関する力〉 

〈問題発見・解決能力〉 

（２）中期取組目標 

中期取組目標 

〇学校教育目標具現化のために育成を目指す資質・能力と教育活動について検証し学力向上と児

童指導の充実に取り組みます。 

〇信頼される学校づくりのために、学校広報の充実、地域連携、コンプライアンスの徹底、安全

管理等に取り組みます。 

〇効率的な学校運営を実現するために、人材育成、校内組織、環境整備、情報の共有化、校務の

ICT化等に取り組みます。 

（３）学力向上に向けた重点取組分野・具体的取組 

重点取組分野 具体的取組 

生きてはたらく知 

①主体的に学ぶ姿勢を育て学力向上を目指して少人数指導や授業研

修、研究を実施する。 

②朝学習・朝読書を充実させ、主体的に学び、学びをいかす姿勢を育

てる。 

③家庭との連携による学習習慣の定着を図る。 
担当 研究委員会 

２ 横浜市学力・学習状況調査からの実態把握 

（１）学力の状況 

○学習意欲が横浜市の平

均を越えている教科が

多い。 

○ノートに自分の考えを

表現しようとしている

子が多い。 

● C、D（学力層）が学年

の半分（以上）である。 

●考えを伝えることに抵

抗がある児童がいる。 

●家庭学習の時間が多くはない。 

（２）今後の方向性 

授業研究、研修の実施⇒子どもが「主体的・対話的に学ぶ」授業を目指して校内研究、研修を進めていく。 

朝学習、家庭学習⇒研究委員会を中心にブロックや学年で「ねらい」をもって取り組む。 

⇒家庭学習は、手引きを作成し、家庭に周知していく。 

横浜市立今宿小学校 
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３ 令和２年度教育課程全体で育成する資質・能力と具体的取組 

学

年 

育成する具体化した 

資質・能力 

具体的取組 

前期 後期 

１ 言葉による伝え合い 

１感じたことを言葉

にする力 

１相手の思いを受け

止めて聞く力 

２互いの考えへの気

づき 

自立心 

１好奇心 

２結果から学ぶ意識 

２解決策を実行する

力 

思考力の芽生え 

１気づき 

２問題・課題を見つ

ける力 

○具体物を使用し、子どもたちが具

体的に考えられる場面を多く設定

する。 

〇子どもが興味をもてるような教材

を用意し、導入場面で活用する。 

〇子どもが感じたことをもとに、単

元計画や学習計画を作り、子ども

と授業を作っていく。 

○振り返り活動を学習に多く取り入

れ、言語化できるようにする。 

○導入場面で、日常場面を生かした学

習課題を設定し、好奇心をもって取

り組めるようにする。 

〇目標は教師が提示し、子どもが感じ

たことをもとに、単元計画や学習計

画を作る。 

２ ○自分の思いや意見をもち、相手の

意見と比較し、同意したり根拠立

てながら別の意見を伝えたりする

場面をつくる。 

〇学習面では、授業で学んだ結果を

自分の言葉で振り返ることができ

る機会をつくる。生活面では、友

達とのトラブルなどがあった時

に、原因に気付き今後の生活に生

かすことができるような声かけを

する。 

〇学級活動や教科指導の中で話し合

う場面を多くする。司会や書記など

の役割を決めて、意見をまとめる力

もつけていく。 

〇自分のめあてをたてて、一週間ごと

に振り返りをする。解決したときに

は大いに褒め、やる気につなげてい

く。 

〇友達とのトラブルがあった時には、

その反省を生かして生活できてい

るか確認の場をもつようにする。

（人によっては紙面） 

３ 言葉による伝え合い 

３伝え合うことで自

分の考えを深化さ

せる力 

４伝え合う内容を明

確にする力 

自立心 

３協働的に行動する

姿勢 

４問題を理解する力 

思考力の芽生え 

３日常生活と比較す

る力 

３経験をもとに考え

る力 

４課題解決に必要な

○全ての教科を通じて、自分の考えたこ

とを理由付けして表現できるようにし

ていく。そのために、話型の提示や互

いの意見の共通点や相違点に着目する

よう言葉掛けする。 

〇振り返りの充実。 

〇自分の務めを果たし、友達と助け合え

るようにする。そのために、学級会や

係活動では、役割を明確にし、目的に

沿って話し合いや活動ができるように

する。 

〇理科・社会では、1・2年で学習した生

活科での体験活動を想起させ、そこで

の「気付き」を実際の活動につなげて

いく。 

〇算数では、学習の始めに既習事項を確

認し、単元の系統を意識して行えるよ

うにする。 

〇構造的な板書の仕方を意識する。 

○資料や経験などを基に根拠を

もって、自分の考えを表現でき

るようにする。 

○振り返りの視点を明確にし、共

通点や相違点に着目させ、学習

したことを日常生活に生かした

り、友達の考えを聞いて自分の

考えを深めたりする。 

○話し合いの仕方のモデルを提

示することで、友達の意見を尊

重して話し合おうとする態度を

育てる。 

○体験活動での気付きから課題

を捉え、解決に向けた方法を考

えられるようにし、思考力を高

める。 



４ ものを選択する力 ○話し合う内容を項目化して考

えることを焦点化することに

よって、目的を意識させる。 

○話型をつくることによって、

話し合いの構成をつくる手助

けにする。 

○自分が興味をもったことや自

分に対しての問題が何かを追

求していこうとする力を育む

ために、児童の考えの多様性

を認めていく活動をする。 

○調べる経験をたくさん積ませ

ていき、様々な課題解決の方

法を学ばせていく。 

○クラスで何か話題になったことは、

些細なことでも取り上げて、全員で

話合いを重ねていく。 

○話型の掲示をして、話すときの参考

にしていく。 

○自分を振り返る機会がもてるよう

に、道徳や自分づくりパスポートな

どを活用していく。そこで振り返っ

たことをもとに、自分の課題、努力

すべき点などを見出して、目的をも

って活動していくことができるよ

うにしていく。 

○わからないことがあった時にすぐ

調べられるようにパソコン、タブレ

ットを常時接続しておき、調べる経

験を積ませている。（本、インター

ネットインタビューなど） 

５ 言葉による伝え合い 

５他者に的確に分か

りやすく伝える力 

６集団の考えを発展

させる力 

自立心 

５自分のめあてを決

める力 

６目的や意図に応じ

て伝えるべきこと

を整理する力 

思考力の芽生え 

５想像力 

６情報収集して整理

し判断する力 

○的確に伝えることができた子

を価値づけて、よりよい伝え

方を全体で共有する。 

○めあてと振り返りを各学習に

おいて繰り返し行い、積み重

ねていく。 

○学習の目標を明確にし、見通

しを持てるようにする。物事

を多面的に捉えられるよう、

様々な考えを認めていく。 

〇引き続きよい伝え方を価値付

けていくとともに、ペア・グル

ープ・全体など、どの児童も発

言する機会を、より計画的に設

けていく。 

〇めあて→振り返りを継続する

とともに、振り返り→めあての

流れも意識できるようにする。 

〇いろいろな考えのよさを認め

合えるような授業づくりをし

ていく。 

６ ○個人の考えをペアやグルー

プ、全体で共有（比較等）する

ときには、（見る、聞く、話し

合う）視点を明確にしていく。 

○相手意識や目的意識をもたせ

られるように問題や課題を明

確にしていく。 

○課題や問題解決に向けて、学

校図書館やインターネット等

の情報も活用していく。 

○個人の考えをペアやグループ、

全体で共有（比較等）するとき

には、（見る、聞く、話し合う）

視点を明確にしていく。 

○相手意識や目的意識をもてる

ように問題や課題を明確にし

ていく。 

○課題や問題解決に向けて、学校

図書館やインターネット等の

情報も活用していく。適した情

報を選べるように、資料を選定

していく。 



個

別

支

援

級

１

～

３

年

生 

言葉による伝え合い 

にこにこ言葉を使お

うとする力 

自立心 

自分にできることを

自分でやろうとする

力 

思考力の芽生え 

自分ごととして捉え

自分や相手の考えを

大切にしようとする

力 

○教師が意識して前向きな言葉

を使い、場面や状況を意図的

に作る。児童には大いにほめ

ていく。 

○取り組むことを明確に提示

し、本人の特性に合わせた（視

覚的・聴覚的等）支援を行う。 

○自分のこととして捉えられる

ように具体的に伝え、児童の

考えを板書したり、繰り返し

たりする。 

○にこにこ言葉を使っている児

童を、意図的にほめていく。 

○取り組むことを明確に提示し、

本人の特性に合わせた（視覚

的・聴覚的等）支援を行う。 

○自分のこととして捉えられる

ように具体的に伝え、児童の考

えを板書したり、繰り返したり

する。 

個

別

支

援

級

４

～

６

年

生 

言葉による伝え合い 

互いの考えの違いへ

の気づき 

伝える内容を明確に

する力 

自立心 

問題を理解する力 

自分のめあてを決め

る力 

思考力の芽生え 

日常生活と比較する

力 

経験をもとにかんが

える力 

○学習課題について自分の考え

を明確にし、まとめてから意

見交換する時間を設ける。 

○考えを整理する際には、本人

の特性に合わせた（視覚的・聴

覚的等）支援を行う。伝え方に

ついても一緒に考える。 

○自分の問題として認識できる

ように具体的に伝える。 

○活動ごとの振り返りをしっか

り行い、経験を蓄積していく

ことで、次回の活動に生かせ

るようにする。 

○学習課題について自分の考え

を明確にし、まとめてから意見

交換する時間を設ける。 

○考えを整理する際には、本人の

特性に合わせた（視覚的・聴覚

的等）支援を行う。伝え方につ

いても一緒に考える。 

○自分の問題として認識できる

ように具体的に伝える。 

○活動ごとの振り返りをしっか

り行い、経験を蓄積していくこ

とで、次回の活動に生かせるよ

うにする。 

 


