
令和３年度 「未来をになう長浜っ子」育成プロジェクト

第3回 ワーキング会議

日時 ： 令和３年１１月１日（月） １４：３０～１６：３０

場所 ： 長浜市役所本庁 ５－A会議室

『すべての子どもたちの可能性を引き出す』

長浜の教育の実現に向けて

～学力向上に向けた市内各校での確かな実践の推進～



事務連絡

・11月12日・15日・19日に懇話会との意見交換会を予定しています。

（各コアの取組を２，３分程度で話してください。）

・２月に、校長会・教育委員会・教育研究発表大会のいずれかで、今年度の取組

についての成果と課題を報告いただく予定です。

（報告レポートにつきましては、１月２２日（金）までにご提出ください。）

情報共有
・全小中共通フォルダ→ C情報共有→ 13みらプロ→ R3

・iPad Google Classroom 「R3みらプロWG」
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まとめ提出
22日〆切

取組報告

現在までの進捗状況・今後の予定

全体会③ １１月１日（月）

・学力・学習状況調査分析
・ブロックの課題
・長浜市の結果
・２学期の取組シート修正 全体会④ １１月２９日（月）

・ブロック：実践交流
（授業研究等、市内での交流）

・コア：今後の取組

全体会⑤ １月１３（木）

・コア：発表資料作成
意見交換会

１１月１２・１５・１９日

・コアの取組について
２～３分程度報告ください



【協議内容】

① 今年度の学力・学習状況調査 結果分析から見えてきたこと 【１５分】

＊ 各校の状況・ 5年間経年変化等

（ワークシートを参考に各校2分程度で報告）

② ブロックの課題を整理する 【20分】

（付箋・台紙を用意します）

１ ブロック会議 14:４0～1５:１５ページ
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【協議内容】

③ 長浜市全体の結果を踏まえて 【２０分】

＊ 自校の現状

＊ 他校の結果から （成果を上げている取組・共通実践内容）

２ ブロック会議 1５:２０～15:４０

資料につきましては、ブロック会議終了後回収します。



平均正答数と正答率





H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R3

国語県比較 0.5 -0.8 -0.15 -1.1 -0.75 -0.7 -1 0 0

国語国比較 -0.35 -2.15 -2 -2.95 -3.15 -3.1 -3.15 -2.8 -1.6

数学県比較 -0.15 -2.3 -0.6 -0.2 -1.55 0.15 -2 2 1

数学国比較 -0.15 -2.5 -2.8 -1.7 -2.9 -1.2 -3.5 -0.8 -0.2
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・平日の学習時間が２時間以上と回答 （小学生は１時間以上）

小学生５９．９％ 中学生 ４０．９％
（全国比 ‐２．６％） （全国比 ‐０．９％）

・休日の学習時間が３時間以上と回答

小学生 ７．６％ 中学生 ２４．７％
（全国比 ‐７．６％） （全国比 ‐２．１％）
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・家族との約束がない

小学生 １４．７％ 中学生 ２０．３％
（全国比 +２．９％） （全国比 +１．４％）

・平日にテレビゲームを３時間以上する

小学生 ３２．８％ 中学生 ３２．９％
（全国比 +３．８％） （全国比 +０．６％）



小学校

質問項目 長浜市 全国

・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 ９７.９ ９６.８

・朝食を毎日食べていますか ９７.４ ９４.９

・人の役に立つ人間になりたいと思いますか ９６.０ ９５.５

中学校

質問項目 長浜市 全国

・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 ９７.６ ９５.９

・朝食を毎日食べていますか ９６.３ ９２.８

・人の役に立つ人間になりたいと思いますか ９６.７ ９５.０



学力向上に必要なことは、葉（認知能力）と根（非認知能力）両方に栄養をやり、幹（思考系能力：思考
力・判断力・表現力）を太くし、木全体を成長させること。

成長 ： 子どもたちの豊かな人間性・社会性の育成

言語力向上 リーディングスキルテスト
言語活動の質を高める授業改善の取組

多様な他者とつながり協働する
AIにはできないこと 人間ならではの能力

正答率の低い子どもたちに育みたい力

自分の成長の軌跡を確認 ICT 効果的に活用した学習指導 プログラミング教育

子どもが安心して学べる環境

「自分はそのままの自分でいいのだ」
と思える自己肯定感

自分の感情をコントロールできる力、
気持ちの切り替えができる力

人と協働したり、人に思いやりを持ったりする力
道徳の時間の取組

地域連携

つけたい力・評価規準・判断基準
UDの視点を取り入れた単元計画

人
と
関
わ
る
中
で
身
に
付
け
る

自
分
な
り
の
考
え

学びに向かう力

子どもが主役の授業づくり
メリハリ（間・活動） わかりやすい発問等

課題解決型学習にするための要件

非認知能力を伸ばすスキル

指導・支援



【協議内容】

① 今後の取組内容

＊ ブロック会議の内容をふまえつつ、活動内容

の確認・修正など今後の見通しを明確にする

② 他校との連携

③ 今後の予定 （コア会議や授業の日程）

２ コア会議 １５：４０～１６：３０

会議場所

A・B・C ５－A

D・E ５－C

F・G ５－D

H ５－４

2学期作成いただきまし
たワークシートをお配
りしますので、朱書き
で加筆してください。



すべての長浜の子どもたちの幸せのために

委員の先生方には、様々な学びを積み上げていただいていること、深く感謝申しあげます。


