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1 青森県

基礎学力と基本的な生活習慣の
定着が十分でなく、また自分の思
いや考えをうまく伝えられない児童
生徒が多い。

基礎学力と基本的な生活習慣を
身に付け、主体的な態度と好まし
い人間関係を築くことができる児童
生徒を育成する。

学び合いのある授業による主体的
態度と人間関係づくり、基礎学力
の定着そして基本的な生活習慣
の確立に向けた取組を行う。

2 岩手県

社会関係能力の低下により、学習
や諸活動において自己有用感や
所属感を得られていない児童生
徒が見られる。

小中連携を通した学習指導と人間
的な触れ合いのある体験活動の
充実を通して、児童生徒に自己有
用感と集団への所属感を持たせ
る。

①所属感を高めるための学校行事や
特別活動の充実
②児童生徒一人一人が自己有用感
をもって学び合える授業づくり
③小小交流、小中交流などの関わり
を意識した体験活動の充実

3 秋田県

自分に自信がもてないため，絆づく
りができなかったり居場所を見付け
たりすることができずに学習や人間
関係の面で不安を抱えている。

達成感のある学びや認め合いのあ
る活動を通じ，自分のよさに気付
き，自信をもち，互いに楽しく学校
生活を営む児童生徒の育成

明確な見通しが持てる学習課題と
確かな振り返りで達成感ある授業
づくり，優しく話し温かく聞き考えを
深め合う共感的集団づくり

4 茨城県

学力の定着に個人差が見られる。
また，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。

意欲的に学び基礎学力を身に付
け，好ましい人間関係の中で明るく
主体的に活動する心豊かな児童
生徒の育成を図る。

授業づくりを工夫することにより，基
礎学力の定着を図るとともに，集
団づくり，豊かな人間関係を充実
させ，心豊かな児童生徒を育む。

5 栃木県

人間関係づくりが苦手で、学習や
授業に対する不安をもち、主体的
に考え自分の意見を表現すること
が不得手な児童生徒が多い。

学びに向かう集団づくりと授業にお
ける学習活動の相互の関連を図
り、主体的に学習に取り組む児童
生徒を育てる。

①学びに向かう集団づくりと、分か
る授業の工夫
②児童会（生徒会）活動を中心と
した体験活動の充実による発達課
題の達成

6 千葉県

自分に自信がもてず，人間関係づ
くりも苦手なため，授業や諸活動へ
の意欲をもつことができない児童
生徒がいる。

自他共に大切にし，豊かな人間関
係を築き，仲間と共に主体的に学
び合い，諸活動に意欲的に取り組
むことのできる児童生徒を育成す
る。

小小連携，小中連携（学習・生
活・環境）を更に深めて，『学び合
い』の授業，異年齢での活動，絆
づくりや花と歌声を育む活動等を
実践する。

7 神奈川県

学習への不安や人間関係づくりが
苦手で充実感を持てず、学校生
活にうまく適応できない児童・生徒
がいる。

豊かな人間関係を育み、望ましい
生活習慣と学習習慣を身につけ、
児童生徒が充実感や達成感を味
わい、自己有用感を高める。

よりよい授業づくり、学級づくりの推
進、小中連携による生活・学習習
慣の定着、そして学校行事の充実
を図る。

8 福井県

自己肯定感が低く習慣や社会性
が育っていないため、学校生活へ
の不適応感を問題行動として顕在
化する児童・生徒が多い。

児童生徒相互の絆を基盤に、達
成感や成就感の獲得に向けて、他
と協調しながら目標に向けてねばり
強い取組ができるようになる。

家庭と連携して育む習慣や豊かな
心を基盤として、小小・小中連携
による交流活動で、社会性の育成
や学力向上に取り組む。

9 岐阜県

主体的に授業に取り組む姿は増え
たが学力差があり、授業や特別活
動等で受け身がちのため学校が楽
しくないと感じている児童生徒が多
い。

授業や特別活動等で主体的に活
動できる場を意図的に設定し、児
童生徒が自ら考え活動し、よさを
認め合える姿を目指す。

授業や特別活動等で自ら活動す
る場を位置付け、その活動の中で
学習の基礎基本の定着と主体的
な姿を認め、満足感・成就感を味
わせる。

10 愛知県

学習内容の理解や人間関係の構
築などを十分に進めることができな
いために、学校生活に不安を覚え
る児童生徒が少なくない。

授業改善を行い、わかる授業づくり
を実現するとともに、人と関わり合
う活動を通して、コミュニケーション
能力を育成する。

①　協同的な学習を取り入れた授業
改善
②　生き方教育のカリキュラムの運用
と見直し
③　児童と生徒が関わり合う場の充実

11 三重県

「みんなで何かをすることが楽し
い」「授業がよくわかる」という意識
が学年が進むにつれて減少する
傾向がある。

授業や行事における学びあい・支
えあいを通じて人との関わりを深
め、達成感や自己肯定感をもっ
て、楽しく学校生活を送る。

小中連携をふまえた授業づくり・仲
間づくりを二本柱とし、学び合いの
ある授業や感動を生む行事・地域
交流に取り組む。
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12 大阪府

児童生徒が自主的・主体的に取り
組む活動を充実させる必要があ
る。
授業改善による学習意欲の向上
や自尊感情の醸成が必要である。

委員会活動により体育的行事や
地域貢献活動の企画運営に取り
組む。
学習形態を工夫し、すべての児童
生徒が活躍できる授業をつくる。

すべての児童生徒が主体的に参
加する行事の創造、５－ＧOサミッ
トを活用した地域貢献活動の推
進、共通ツールを取り入れた授業
づくり

13 神戸市

大規模校に起因する人間関係の
希薄さとコミュニケーション能力の
低さ。問題解決力や創意工夫、自
主的な取り組みに消極的。苦手意
識の強さ。

児童生徒が主体的に学ぼうとする
ことのできる授業の創造と「分かる
授業」推進。自己の力を知り、積
極的に自己啓発のできる姿の育
成。

基礎基本の定着を図る学習指導
と、「話す・聞く」力の育成。学習指
導面での学校間連携。児童生徒
の主体性を重視した学校、学年行
事の実施。

14 奈良県

学習習慣等の問題により基礎学
力定着が不十分であり、自主性・
主体性等の弱さから集団への適
応力や人間関係づくりに課題があ
る。

互いを認め合う集団を育成し、児
童生徒一人一人が活躍し、自己
を表現し、学びへの意欲を培う魅
力ある学校づくりを推進する。

互いの特性を認め合う集団づくりを
基盤に、一人一人が生き生きと活
躍する学校行事や体験活動を推
進し、授業の改善と充実を図る。

15 鳥取県

自分の思いを伝えることが苦手な
ため人間関係をうまく築けない。学
習意欲や基礎学力の低さにより学
びから逃げる児童生徒がいる。

中学校区連携を図り、自他ともに
大切にし、豊かな人間関係を築
き、仲間とともに主体的に学び合い
高め合う児童生徒を育成する。

「学び合い」のある学習活動の充
実。児童会・生徒会活動、地域交
流や体験活動の充実。人権教育
を基盤とした仲間づくり。

16 岡山県

小規模の集団環境を甘受してお
り、状況に応じた発言や行動をす
る力が育っていない。

自己有用感を実感するとともに、
互いに認め合い、主体的に活動す
る児童生徒を育成する。

児童生徒の自己有用感の育成と
児童生徒一人一人が居場所のあ
る学校づくり。校種間の情報連携・
行動連携の促進と交流活動の充
実。

17 山口県

中学校入学後に授業がわからな
いと感じる生徒が増加し、他者との
かかわりが消極的になったり、受動
的になったりする傾向がある。

学び合いのある授業を通して学習
意欲が高まり、学校生活にも積極
性が出てくれば、集団の中で居場
所や絆を実感できるようになる。

生徒指導の３機能を生かした授業
づくりを中心に、小中学校で共同
実践や交流活動の充実を図るとと
もに、地域交流を推進する。

18 香川県

児童生徒に意欲は出てきたが，互
いの考えを取り入れ，目標に向け
て見通しを持って取り組むまでには
至っていない。

互いの考えを認め合い，目標に向
かってよりよく学び合い，高め合う
ことができるようになる。

・自分の考えをもって学び合う授業
づ くりに努める。
・見通しをもったり振り返ったりする
場を設定し，主体性を育む。

19 愛媛県

自主性やコミュニケーション能力の
育成を図るために、全教育活動で
児童生徒の適切な話合いの場面
を設定することが必要である。

集団の中で自分の想いを伝え、他
者との関わり合いを深め、主体的
に課題に取り組み解決していくこと
ができる子どもを育てる。

① 小小・小中連携による授業改
善（見通し・学び合い）を図る。
②「特別活動の充実」による温もり
と活力のある集団づくりを推進す
る。

20 佐賀県

分かる授業と良好な人間関係づく
りを目指しているが，学習に不安を
抱え，居場所がないと感じている
児童生徒が多い。

心の居場所のある温かい学級づく
りを基盤に，自他のよさを認め，互
いに協力して主体的に高め合う児
童生徒を育てる。

学び合いを通した分かる喜びのあ
る授業づくりと，自己存在感，自己
肯定感を高める学級づくりや学校
行事の充実を図る。

21 宮崎県

「自己肯定感が低い」「人間関係
づくりが苦手」「夢や希望がもてな
い」など、これらを改善するための
教育活動が必要である。

自分や仲間のよさを感じながら、
互いによりよく伸びようとする児童
生徒を育成する。

「わかる授業の充実」「児童生徒が
主役となる活動の充実」「地域と連
携した児童生徒の育成」の取組を
推進する。

22 鹿児島県

交友関係や学業不振，家庭環境
等に起因する学校不適応や不登
校が多い。
中学１年時の学校不適応が多く見
られる。

集団の中で他者との関わり合いを
深め，豊かな人間関係を築き，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。

小・中，小・小合同の教育活動及
び家庭・地域と連携した支援体制
づくりを推進し，分かる授業の実践
や豊かな人間関係づくりに努める。
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