文部科学省指定

学力向上拠点形成事業（確かな学力育成の実践研究事業）「学力向上アクションプラン」
目

「基礎学力の育成」を核と
した学力向上
南小学校（協力校）

「キャリア教育」を核とし
た学力向上

標

重点研究内容

◎ 時代の変化に対応してたくましく生き抜ける
「確かな学力」を備えた児童生徒の育成

○ 旺盛な知的好奇心・探究心の育成
教材開発や事象・問題提示及びまとめ方を
工夫する。

巣南中学校（協力校）

16 基礎学力を身に付け、自ら主体的
に学ぶ子どもの育成
−学校ぐるみで基礎学力の定着
を図る−
(12 月中間研)
17 一人一人の勤労観・職業観を育む
キャリア教育の推進
−キャリア発達に応じた学習活動
の工夫− （11 月９日公表会）

16 一人一人の勤労観・職業観を育て
る小中一貫したキャリア教育の推
進
−人との関わりを深め、
自立の基礎を培う指導の工夫−
（12 月中間研）
17 一人一人の勤労観・職業観を育む
キャリア教育
−キャリア発達に応じた学習活動
の工夫− （11 月９日公表会）

１ 分野別の先進的拠点校づくり（小７校、中３校）
２ 学力向上のための外部指導者、外部人材（地域人材）
導入体制づくり
３ 拠点校におけるカリキュラム開発、教材開発、指導方法
の工夫改善
４ 拠点校の成果を普及させる学校間連携組織づくり
５ ｢市全域就学区域弾力化｣運用による学校の活性化

確かな国語力

豊かな表現力

自ら学ぶ力・

学び続ける力

問題解決能力

17 自己のよさに気づき、仲間と共に
課題を追究する子の育成
−望ましい勤労観を育てる
道徳・総合的な学習−
（11 月９日公表会）

○ 自ら学ぶ力・自ら学び続ける力

確かな思考力

○ 確かな思考力・問題解決力
○ 確かな国語力・豊かな表現力

探究心

西小学校（協力校）
16 自己のよさに気づき、仲間と共に
課題を追究する子の育成
−望ましい勤労観を育てる
道徳・特活・総合的な学習−
(12 月中間研）

旺盛な知的好奇心

中小学校（協力校）

「小学校英語学習活動」を
核とした学力向上

一人一人の個性伸長

○ 旺盛な知的好奇心・探究心

16 一人一人が課題に向かって､ 楽し
く意欲的に追究する子の育成
−総合的な学習の時間・ 生活科
を通して−
(12 月中間研）
17 一人一人の勤労観・職業観を育む
キャリア教育
−ねらいを明確にし、
問題解決の見通しをもたせた
学習活動の工夫−
（11 月９日公表会）

付けた力の「生活化」

「道徳・総合的な学習」を

核とした学力向上

○ 確かな国語力、豊かな表現力の育成
読む力・書く力・話す力・聞く力の実態を
学習状況調査から把握し分析する。

「確かな学力」の育成
○ 確固たる「基礎・基本」

「総合的な学習の時間・生
活科」を核とした学力向上

○ 確かな思考力・問題解決力の育成
児童生徒の問題解決の過程を大切にした
授業を実践する。

○ 一人一人の個性伸長
○ 付けた力の「生活化」

確固たる基礎・基本

「確かな学力」の評価

生津小学校（推進校）

「課題解決力」を核とした
学力向上
穂積北中学校（推進校）
16 確かな学力を自ら身に付ける
生徒の育成
−自ら課題をみつけ解決していく
学習姿勢づくりをめざして−
(11 月発表会)
17 確かな学力を自ら身に付ける
生徒の育成
−進んで自分の考えを仲間に伝えよ
うとする学習姿勢づくりをめざし
て−（11 月 15 日発表会）

「心の教育」を核とした
学力向上
本田小学校（推進校）

16 豊かなコミュニケーシュン能力を
身につけた子どもの育成
−楽しく取り組む英語学習動を通
して−
(12 月発表会)

16 共に生きる喜びをつくりだす子
の育成
−豊かな体験活動と道徳教育を
通して−
（２月発表会）

17 豊かなコミュニケーシュン
能力を身につけた子どもの育成
−相手を思いやりながら楽しく取
り組む英語学習活動を通して−
（12 月２日発表会）

17 共に生きる喜びをつくりだす子
の育成
−豊かな体験活動と結びつけた
心に響く道徳教育を通して−
（11 月２５日発表会)

□ 学力の基盤となる｢国語力｣（読む力・書く力・表現する力）の分析
□ 学習状況調査の児童生徒の実態把握と分析
□ 改善すべき課題の明確化

＜外部活力（地域人材）の導入＞
○ 穂積小：生活科

特別活動

＜「国語力」向上研修会＞
○ 本田小：音楽
○小学校部会（小学校全教員）
○中学校部会（中学校国語科担当教員）

「学び合いの組織化」を
核とした学力向上

「学ぶ力の育成」を核とし
た学力向上

「 算数 科・理科の少人数指
導」を核とした学力向上

総合的な学習

○ 生津小：社会 生活科 図画工作
特別活動 総合的な学習

＜学校間実践交流会＞
○小学校部会 (拠点校教頭･代表＋各校分散）
・ 穂積小方式交流会
・ 生津小方式交流会
・ 西小方式交流会 （以上３校小学校第１部会）
・ 本田小方式交流会
・ 南小方式交流会 （以上２校小学校第２部会）
・ 牛牧小方式交流会
・ 中小方式交流会 （以上２校小学校第３部会）
○中学校部会（拠点校教
頭・代表＋中学全員）
・穂積中方式交流会
・穂積北中方式交流会
・巣南中方式交流会
（以上３校中学校部会）
＜小中連携部会＞
○ 穂積中校区連携部会
○ 穂積北中校区連携部会
○ 巣南中校区連携部会

（教頭＋各校代表）
（教頭＋各校代表）
（教頭＋各校代表）

穂積中学校（協力校）

穂積小学校（協力校）

牛牧小学校（協力校）

16「生きる力」の育成
−学び合いの組織化を通して−
(11 月発表会)

16 自ら学び、考える力を育てる
授業の創造
（11 月発表会）

16 自ら学びを切り拓く力を育てる
算数・理科の授業づくり
−少人数指導を通して−
(12 月公表会)
17 自ら学びを切り拓く力を育てる
算数・理科の授業づくり
−教科の本質に迫る
教師の働きかけを求めて−
(２月 10 日発表会)

17「生きる力」の育成
−夢と感動の授業つくり−
(11 月１日発表会）

17 自らの学びをつくる
子どもの育成
（２月１日発表会）

＜教科カリキュラム｢瑞穂プラン｣作成委員会＞
各校代表
＜学習資料｢瑞穂探検｣作成委員会＞
各校代表
＜英語に親しむ会＞
各校代表
＜就学区域弾力化用学校紹介資料
「瑞穂の学校｣作成委員会＞
各校代表

＜学力向上推進協議会＞
・学識経験者（学者）
・推進校の校長
・各校の研究推進委員長
・県教育委員会事務局関係者
・市教育委員会事務局職員
（オブザーバー）
・各校の校長・教頭・教務主任・
研究推進委員長

○ 牛牧小：生活科

＜外部指導者の導入＞
・岐阜大学
・岐阜大学
・岐阜聖徳学園大学

岩田
松川
奥村

：国語

○ 中小

：国語 社会 生活科
音楽 体育 特別活動
総合的な学習

○ 西小

：社会 総合的な学習
生活科

○ 穂積中：社会

＜研究推進委員会＞
・学力向上推進協議会の校長代表
・推進校教頭
・各校の研究推進委員長

恵司
禮子
怜

総合的な学習

○ 南小

社会

総合的な学習

○ 穂積北中：特別活動
○ 巣南中：国語
音楽

教授
教授
非常勤講師

特別活動

総合的な学習

社会 保健体育
総合的な学習

＜教育研究所＞
・教師力講座「みずほ教師塾」発信

