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1 5 秋田県

自立心が未熟で、周囲に依存し
た学校生活を送っている。自己
有用感や自尊感情が乏しく、集
団の中で自分の居場所を見いだ
せない。

成就感のある授業、児童生徒相
互が触れ合う活動を充実させ、
自信をもって積極的に自己を高
めようとする児童生徒を育成す
る。

分かる授業、児童会及び生徒会
活動、小・中連携及び小・小連
携を通じ、協働して成し遂げる
喜びや楽しさ、責任を果たす満
足感を実感させる。

1 23 愛知県

学習内容の理解や、人間関係形
成能力が十分でないため、学校
生活に不安を感じている児童生
徒がいる。

規律ある中で、聴き合いを中心
とした授業と集団に貢献できる
活動を通して、児童生徒の自己
有用感を育む。

①聴き合い活動を通して互いを
高め合う授業の構築
②自己有用感を育むやりがい活
動の実施
③ライフスキル習得を図るカリ
キュラムの運用

1 27 大阪府

仲間を大切に思う児童生徒が多
い反面、授業や行事等取組に対
する姿勢が受け身的な点もあ
り、自ら意欲的に取り組む力の
育成が必要。

自己選択の場設定と事後の他者
評価の実施により自己有用感を
高め、主体性の育成と自ら人と
関わろうとする意欲態度の育
成。

班活動をベースとした学び合い
や相互評価を取り入れた授業づ
くりと、行事や異年齢交流を通
した共感的な集団づくり。

1 40 福岡県

ソーシャルスキルの定着が不十
分で、良好な人間関係が作れな
い児童生徒が多く、思考力･判断
力等の学力にも課題がある。

社会性や思考力・判断力を育む
ため、社会性を育む集団づくり
や効果的な授業の在り方を明ら
かにする。

小中一貫のソーシャルスキル獲
得カリキュラムを開発し、社会
性や思考力･判断力・を育成する
問題解決的な授業づくりを行
う。

1 45 宮崎県

生徒が主体的に取り組む授業づ
くりや、自主性を促す活動の充
実を通して、学校生活に充実感
を感じさせる教育活動を進めて
いく必要がある。

自ら進んで学び、活動する意欲
を育て、「学校が楽しい」「学
校生活が充実している」と児童
生徒自身が感じられる学校づく
りをめざす。

生徒指導の三つの機能を生かし
た授業づくり、学校不適応を予
防するための基本的な生活習慣
の確立や望ましい人間関係づく
りに取り組む。

1 54 相模原市
(神奈川県)

学習への意欲が低く、主体的に
授業に取組めず、人間関係づく
りに苦手意識があることから、
トラブルが生じている。

小中の９年間を見通した学習活
動の展開と児童・生徒一人ひと
りが活躍できる場をつくり、自
己有用感を高められるようにし
ていく。

児童・生徒にとっての“分かる
授業“づくり、小中連携した学
習・生活の規律づくり、児童・
生徒による自主的活動の充実を
図る。

2 2 青森県

体験活動で得た自信や連帯感
が、学習場面において生かされ
ていないことや、望ましい生活
習慣が身に付いていないことが
課題である。

望ましい生活習慣を身に付け、
集団で活動することの良さを感
じながら、自信を持って、主体
的に学習に取り組むことができ
る子供を育成する。

子供主体の体験活動の推進と、
それを関連付けた授業づくり、
夢の実現を支える生活習慣づく
りを各校の教師が一体となって
推進していく。

2 22 静岡県

自己有用感が低い児童生徒がい
る。全体的に基礎学力や学習習
慣の定着が不十分で、意欲的に
学習に取り組めない児童生徒が
多い。

自己有用感と学力を高めること
で、いじめや不登校等を未然に
防止し、「こころざしをもち，
自分らしさが輝く子供」を育成
する。

学び合いから「わかる・でき
る」が実感できる授業を実施す
ると共に、交流や連携を促進
し、児童生徒の自己有用感を高
める。

2 24 三重県

表面的な人間関係の中で生活
し、自信が持てない子どもが多
い。そんため、学習や集団生活
に主体的に取り組めない姿が見
られる。

お互いに認め合う仲間とともに
主体的に活動し、学ぶ喜びや自
己有用感をもつことができる児
童生徒を育成する。

①分かる授業づくりと学習意欲
の向上
②豊かな人間関係と居場所づく
り
③生き方を学ぶ教育活動の充実

2 32 島根県

進んで学習に取り組める子ども
が全体的に少ない。また、授業
が分かると感じる子どもが学年
が上がるにつれて少なくなる。

子どもの自己肯定感を高めなが
ら自信を持たせ、進んで学習し
ようとする意欲や授業での達成
感が持てる子どもを増やす。

子どもの実態を分析し、子ども
を中心に据えた授業づくり、居
場所があり互いにつながり高め
合う集団づくりを推進する。
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2 35 山口県

・集団生活において、人間関係
をうまく築くことができない児
童生徒が多い。
・学習活動に充実感が持てない
児童生徒が多い。

「関わり合いのある学び」を通
して、自己有用感や自己肯定感
を高め、主体的により良い学校
生活を送ろうとする児童生徒を
育成する。

「関わり合いのある学び」のた
めの研修会を小中合同で実施
し、児童生徒が主体的に取り組
み、分かると実感できる授業を
実践する。

2 59 京都市

十分な規範意識や向上心、自尊
感情が不足している。自らの人
生を主体的に生きると共に、他
者を尊重する態度を培わねばな
らない。

様々な教育活動、行事を通して
何事にも意欲的に取り組み、自
他を大切にする精神、態度を培
う。

地域や学校への愛着を深めるた
め、小中学生の協同活動、行事
を進める。授業研究を核として
生徒理解、自尊感情醸成の道を
探る。

3 8 茨城県

授業に主体的に取り組む意識が
高くない児童生徒が見られ、ま
た，基礎学力の定着に個人差が
見られる。集団生活の中で人間
関係をうまく構築できない児童
生徒が見られる。

授業に主体的に取り組み、意欲
的に学習することで基礎学力を
身に付ける。心豊かで好ましい
人間関係を構築し、明るく主体
的な態度で学校生活を送ること
ができる児童生徒を育成する。

学習のねらいに即した「わかる
授業づくり」を推進し、小・中
連携による望ましい生活・学習
習慣の育成を通して、基礎学力
の定着を図り、心豊かな児童生
徒を育む。

3 12 千葉県

自尊感情が持てず，思いやりや
人間関係づくりが苦手であり、
学習習慣が身についていないた
め、授業に主体的に取り組めな
い児童生徒がいる。

小中学校や地域との交流活動を
通じて、思いやりの心を育て、
小中共通の学習ルールの下、個
に応じ、主体的に学習に取り組
める児童生徒を育成する。

小中連携を深化し、積極的な交
流活動を通して、中学校生活へ
の不安を解消すると共に、異年
齢集団による人間関係やリー
ダー性を培う実践を行う。

3 21 岐阜県

授業や特別活動等に主体的に取
り組む姿が増えたが、学力や学
習意欲の差が大きく、学級等へ
の所属意識が十分でない児童生
徒が多い。

教科の授業や特別活動で主体的
に取り組める場を増やし、児童
生徒が自ら学んだり自主的に活
動したりしながら、互いに良さ
を認め合えるようにする。

・望ましい学習集団の中で、基本的
な学習習慣を身に付け、学力を向上
させる。
・学級集団の向上を核とした特別活
動の指導を通して、児童生徒の居場
所づくりと絆づくりを確かなものに
する。

3 28 兵庫県

基礎学力や基本的生活習慣の定
着が十分でなく、自分の思いや
考えを相手にうまく伝えられな
い児童生徒が多い。

基礎学力や基本的生活習慣を身
につけることで、自分の良さに
気付き、自信を持って学校生活
を営む児童生徒を育成する。

①学び合いのある楽しくわかる
授業づくり
②自己有用感を育む学校行事や
小中連携の推進
③生きる力と豊かな心を育成す
る体験活動の充実

3 29 奈良県

学習習慣の問題から基礎学力定
着が不十分であり、自尊感情の
低さから自主性・主体性が弱
く、意欲や人間関係づくりに課
題がある。

自ら学習する意欲を高めるとと
もに、何事にも自主的・主体的
に取り組む意欲や学校・地域の
中で自己有用感と成就感をもた
せる。

児童生徒が目標をもち自己有用
感と成就感を実感できるよう、
授業の改善と充実を図り、互い
を認め合う集団づくりを進め
る。

3 44 大分県

全体的な傾向として自己肯定感
の低さが認められる。日常の授
業や諸活動において、真面目に
取組むことができるがやや受身
的な傾向にある。

学校間の連携により中１ギャッ
プを解消するとともに、児童生
徒の自己肯定感を高め「意欲的
な態度・不安に動じない心」な
ど主体性・社会性を育てる。

日常の授業において、学び合い
の場や発表・表現する場を設定
する。児童生徒の主体性や自主
性を尊重した児童会活動・生徒
会活動を設定する。
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