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� 校訓  
「自ら学ぶ子」 

� 教育目標  
「心豊かで、たくましく生きる子」の育成 

学校教育の重点（めざす子ども像）  
☆考えて行動する子 ☆思いやりの

ある子 ☆命を大切にする子 

� 教育方針  
「生きる力」をはぐくむ教育活動を推進する 

運営に関する計画  
【概要】  子どもが安心して成長できる安全な社会（学校園・家庭・地域）の実現 

心豊かに力強く生き抜き未来を切り拓くための学力・体力の向上 
【中期目標】  
【【安安全全・・安安心心なな教教育育のの推推進進】】  

〇令和７年度の全国学力・学習状況調査の「いじめは、どんな

理由があってもいけないことだと思いますか」に対して、最も

肯定的な「思う」と回答する児童の割合を、90％以上にする。 

〇令和７年度の小学校学力経年調査･校内調査の「学校のきま

り(規則)を守っていますか」に対して、肯定的に回答する児童

の割合を、92％以上にする。 

〇令和７年度の全国学力・学習状況調査の「自分にはよいとこ

ろがあると思いますか」の項目について、肯定的に答える児童

の割合を、令和３年度より１０％増加させる。 

 

【【未未来来をを切切りり拓拓くく学学力力・・体体力力のの向向上上】】  

〇令和７年度の小学校学力経年調査の平均正答率(平均点)７割

以下の児童を、いずれの学年も令和３年度より１０ポイント減

少させる。 

〇令和７年度の小学校学力経年調査・校内調査の「学級の友達と

の間で話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、広げたり

することができている」の項目について、最も肯定的に答える児

童の割合を、35％以上にする。 

〇小学校経年調査における「外国語（英語）の勉強は好きですか」

に対して、肯定的に回答する児童の割合を８０％以上にする。 

〇令和７年度の全国体力・運動能力、運動習慣等調査の体力合計

点の対全国比の割合を、令和３年度より１０ポイント向上させ

る。 ※全国平均を１とした時の割合 

〇令和７年度の全国体力・運動能力、運動習慣等調査の「運動(体

を動かす遊びを含む)やスポーツをすることは好きですか」の項

目について、最も肯定的に答える児童の割合を８５％以上にす

る。 
【年度目標】  
【【安安全全・・安安心心なな教教育育のの推推進進】】  

全市共通目標（小・中学校） 

〇小学校学力経年調査における「いじめは、どんな理由があっ

てもいけないことだと思いますか」に対して、最も肯定的な「思

う」と回答する児童の割合を、90％以上にする。 

〇年度末の校内調査において、不登校児童の在籍比率を前年度

より減少させる。 

〇年度末の校内調査において、前年度不登校児童の改善の割合

を増加させる。 

 ※出席数の増加 

※ICTの活用による本人・保護者と学校のつながり回数の増

加 

※養護教諭、SC、教育支援センター等学校内外の専門的な指

導・相談につながるようになった 

学校園の年度目標 

①小学校学力経年調査･校内調査の「学校のきまり(規則)を守っ

ていますか」に対して、肯定的に回答する児童の割合を、８５％

以上にする 

②全国学力・学習状況調査の「自分にはよいところがあると思

いますか」の項目について、肯定的に答える児童の割合を、令

和３年度より５％増加させる。 

【【未未来来をを切切りり拓拓くく学学力力・・体体力力のの向向上上】】  

全市共通目標（小・中学校） 

〇小学校学力経年調査における「学級の友達との間で話し合う活

動を通じて、自分の考えを深めたり、広げたりすることができて

いますか」に対して、最も肯定的な「思う」と回答する児童の割

合を３０％以上にする。 

〇小学校学力経年調査における国語および算数の平均正答率の対

全国比を、同一母集団において経年的に比較し、いずれの学年も

前年度より５％向上させる。 

〇小学校経年調査における「外国語（英語）の勉強は好きですか」

に対して、肯定的に回答する児童の割合を７０％以上にする。 

〇小学校学力経年調査における「運動（体を動かす遊びを含む）

やスポーツをすることは好きですか」に対して、最も肯定的な「好

き」と回答する児童の割合を７５％以上にする。 

学校園の年度目標 

①小学校学力経年調査の平均正答率(平均点)７割以下の児童を、

いずれの学年も令和３年度より５ポイント減少させる。 

②全国体力・運動能力、運動習慣等調査の体力合計点の対全国比

の割合を、令和３年度より５ポイント向上させる。 

 

本校児童数は 24４名、学級数は１０クラスで特別支援学級４クラスと比較的小規模です。落ち着いた学習環境の中、

授業をはじめ、様々な教育活動に取り組んでいます。  
学校教育目標は「心豊かで、たくましく生きる子」の育成として、実現に向けて日々努力を重ねています。特に、算数科

の計算領域においては、課題がありその克服に向けて研究教科を「算数科」とし、研究主題を「ともに学び、ひとりひとり

が意欲的に取り組む算数科～確かな学力の定着に向けて～」に設定し児童の基礎基本の充実に向けて取り組みを進め

ています。 

本校児童は、比較的まじめでどんなことでもしっかりと取り組もうという姿勢をもっています。今すぐに、学習に関しての

成果はでなくても毎年着実に力をつけていっていると感じています。 

                                                                        校長 大野 忠司 
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連絡先 
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R3 年度「全国学力・学習状況調査」 
国語 算数  

64 ６２ 平均正答率（％） 

  

●結果と概要／ 
「国語科」  令和元年度と比較すると、平均正答率の対全国比は 0.85 ポイントから 0.99 ポイントに向上、対全国差は-9.8 ポイントから-0.7

ポイントに上がった。領域別にみると「話す・聞く」対全国差-10.8→+2.2 「書く」+0.2→-0.7 「読む」-8.2→-5.5 「言葉の特徴」-17.1

→+1.3 となり全体的に向上が見られた。 

「算数科」  令和元年と比べると、平均正答率の対全国比は 0.95 ポイントから 0.88 ポイントに下がっている。対全国差は-3.6 ポイントから-

8.2 ポイントに下がっている。各領域を見ると「数と計算」-0.6→-7.5 「測定」-11.9→-0.6」 「図形」-2.3→-11.2 「データの活用」-2.7

→-0.9 と「測定」領域以外は下がっている。 

「児童質問紙」 令和元年と比べて肯定的回答の割合が伸びているもの。「携帯電話等の使い方。親との約束を守っている」「国語の勉強は好

き」「国語の勉強は大切だと思う」減ったものは、「難しいことでも、失敗を恐れずに挑戦している」「算数の授業の内容がよくわかる」等である。

自尊感情「自分には、よいところがあると思いますか」は一昨年度より 12.5 ポイント向上している。 

●取組の成果と課題／ 

〚国語科〛 「読むこと」では目的に応じ、文章と図表とを結び付けて必 

要な情報を見付けたり目的を意識して、中心となる語や文を見付けて要 

約することを苦手としている。また、「書くこと」では目的に応じ、文章と図表 

とを結び付けて必要な情報を見付けたり目的を意識して、中心となる語や 

文を見付けて要約することを苦手としている。「話すこと・聞くこと」では目 

的に応じ、話の内容が明確になるようにスピーチの構成を考えたり資料 

を用いた目的を理解したりすることを得意としている。 

〚算数科〛「図形」では図形を構成する要素などに着目し、図形 
の構成の仕方を捉えて、面積の求め方と答えを記述することが苦 
手である。「数と計算」では場面を理解し数量の関係を捉えて除 
法の式に表し、計算をすることができるこなどが苦手である。「測 
量」領域で複数の図形を組み合わせた図形の面積について、量 

の保存性や量の加法性を基に捉え、比べることができることが得 

意である。国語科算数科共通して課題となるのは自分の考えや 

意見を書いたりまとめて発表したりすることである。 

R３年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」 

 

握力 

（kg） 

上体起こし

（回） 

長座体前屈

（cm） 

反復横とび

（回） 

２０ｍシャトルラ

ン（回） 

５０ｍ走 

（秒） 

立ち幅とび

（㎝） 

ボール投げ

（ｍ） 

合計 

得点（点） 

男子 16.65 18.55 34.65 31.40 40.70 9.46 126.89 19.11 48.28 

女子 16.10 15.81 36.48 30.85 35.29 9.49 112.76 13.55 48.59 
 

●結果と概要／ 
体力合計点を見ると男子は市より 2 ポイント、全国より４ポイン

ト低い。女子は市より４ポイント、全国より６ポイント低い。男女とも

体力は低いと言える。「運動やスポーツをすることは好きですか」

では男子は市・全国ともに肯定的回答は低く、逆に女子は両方と

も高い。運動が楽しいと感じる理由として男子は「体を動かすのが

好き」「すっきりした気分になる」女子は「仲間と一緒にできる」

「すっきりした気分になる」が多い。嫌いな理由としては男子は「う

まくできない」「むずかしい」「汗をかくのがいや」女子は「けがが

こわい」「汗をかくのがいや」である。一週間当たりの総合運動時

間については男子６３０分、女子６２９分とともに市・全国より多い。

測定項目でみると市及び全国を超えているのは男子は「握力」

「長座体前屈」女子は「50ｍ走」「ソフトボール投げ」である。極端

に低い項目は男女とも「反復横跳び」「立ち幅跳び」である。 

●取組の成果と課題／ 
本校では年間を通して運動にかかわる様々な取り組みを進めている。縄跳び週

間、かけ足週間、ミニマラソン大会等児童が目標をもって運動に取り組むよう工夫

している。ここ数年はコロナ禍の中、休み時間に運動場に全児童が出て体を動か

すということが難しくなってきた。緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が出る

中、人数制限せざるを得ない状況になった。休み時間ごとに出る学年を制限して

児童の運動習慣が途絶えないよう工夫した。制限のかかる中でも本校児童は積

極的に運動場に出て遊んでいる。しかし、ドッジボールや鬼ごっこなど遊びの内容

はどの学年も同じである。体力テストの結果男女とも瞬発力を要する運動が苦手

であることが分かった。今後コロナ禍の中どれほど運動を保証できるかわからな

いが、これまで本校で取り組んできたことは継続して推し進める。また、運動好きの

児童を育てるため次の取り組みを進める。準備運動の工夫（学習内容に応じた準

備運動）、児童の挑戦意欲を伸ばす場の設定、継続意欲を高める学習カードの工

夫等。そのほか、休み時間の遊びが固定化されないよういろいろな遊びを紹介し

児童の遊びの幅を広げていきたい。 

学校の特色 

学校経営方針のもと、「チーム瓜破東」として、全教職員で組織的に教育活動に取り組んでいます。保護者、地域の方々をはじめ、児童にかか

わる全ての皆さまが、児童一人一人の成長のために協力してくださっています。 

読書活動の充実 
◆基礎学力の確かな土台を築くために 

○計画的な読書活動 

・読書計画の作成 

・朝の読書活動 

・読書意欲の喚起 

(読書ノート、 

読書の木等) 

※本校は本年度主幹図

書司書配置校です。 

 

地域との交流 

                ◆豊かな社会性を身

につけるために 

〇地域の畑で作った、 

お芋やだいこんの収

穫を手伝わせてもら

います。 

 

 

 

あいさつの励行 

◆豊かな社会性を身に

つけるために 

○学習・生活規律の確立   

・徹底した「あいさつ」指

導 

-登下校(地域・校

内)-  

-授業の始まりと終わり- 

-ていねいな言葉づかい- 

放課後ステップアップ 
◆基礎学力の確かな土台を築くために 

〇一人学びの場の提供 

 

たて割り活動の充実 
◆心豊かな、思いやりの心を育てるために 

○年間を通した縦割り班による活動の実施 

・週ごとの集会活

動   

・全校遠足時

のたて割り活

動  

・ペア学年交

流の工夫     

 

なわとび週間 
◆豊かな社会性を身につけるために      

〇体力づくり 
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