
 

「全国学力・学習状況調査」の結果について 
 

今年も４月１７日全国一斉に、小学校第６学年と中学校第３学年の児童生徒を対象に「全

国学力・学習状況調査」が実施されました。 

この目的は、「全国的な義務教育の機会均等と水準の維持向上の観点から、児童生徒の学

力・学習状況を把握・分析することにより、教育の成果と課題を検証し、その改善を図ると

ともに、各教育委員会、学校等が全国的な状況との関係において、自らの教育指導の充実や

学習状況の改善等に役立てる」ことにあります。その調査結果が、先日、文部科学省より公

表され、すでに本校第３学年の生徒一人一人には個人票を配付しております。 

つきましては、本校生徒の学力調査の結果と課題や改善の方向及び学習状況について、 

保護者の皆様にお知らせしますので、是非ご覧いただき、今後の学習に役立てるようご配 

慮いただければ幸いです。（別紙参照）第３学年の生徒本人および保護者の方は、配付しま

した個人票と併せてご覧ください。 

 

なお、本校は学校間の序列化や過度の競争につながることを避ける意味から、本市の他 

の学校同様に平均正答率などの数値結果を公表いたしません。ただし、質問紙調査につい 

てのみ、適宜必要な項目を選択し、全国平均と比較して説明しております。澄川中学校のホ

ームページにおいても「学校だより（本号）」として掲載しております。 

 さらに「学ぶ力」や「健やかな身体」の育成に関わりまして、今回の調査結果をもとに次

年度に向けた検討を行ってまいります。 

 

 

 

 これまでも「学校評価」に関する意識調査（アンケート）など、保護者や地域の皆様のご

意見をいただきながら教育活動の充実を図ってまいりました。１２月初旬には後期の学校評

価アンケートを配付の予定です。今後とも変わらぬご理解とご協力をよろしくお願いいたし

ます。 

 

□実施教科である国語科と数学科と理科に関して、本校の概要として示しました。 

□次に、今回の調査における課題を教科の内容に照らして示しました。 

□最後に改善の方向を教科指導の実際を踏まえて示しました。 

□生活習慣や学習環境に関する調査につきましても、顕著なものを挙げて特徴としてまと

めました。 
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学力調査の結果の概要及び改善の方向等について

【中学校国語】

本 校 の 概 要 今回の調査における課題 改 善 の 方 向

【区分及び領域】

●「読むこと」のうち ○「漢字」に関しては、

「文章の展開に即して 新出漢字の学習の際に主として「知識」に関する問題(Ａ)

情報を整理し、内容を 教科書の熟語用例など「話すこと・聞くこと」

・全国平均と比べ､上回っている 捉えること」「文章と を活用し、適宜確認指

グラフとの関係を考え 導を行うなど漢字の習「書くこと」

・全国平均と比べ､上回っている ながら内容を捉えるこ 熟を図る指導を充実さ

と」、「言語事項」の せる。「読むこと」

・全国平均と比べ、やや上回っている うち「語句の意味を理

解し、文脈の中で適切 ○作文、スピ－チや音声「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」

・全国平均と比べ上回っている に使うこと」に課題が 言語表現など、伝達を

ある。 目的とした「言語活

□「読むこと」については､多少、苦手意識が見 動」の機会をもち、指

られるが、積極的に読み取ろうとする気持ちを ●「書くこと」のうち伝 導を充実する。特に、

もって取り組んでいる。 えたい事実や事柄が相 事実・根拠の展開の仕

□「書くこと」については、自分の考えたこと 手にわかりやすく伝わ 方などを定着させる。

を、筋道を立てて述べようとしている。 るように書いたり、内 原稿を書く際には、表現

容を検討することに課 力につながるように語

題がある。 彙力を付ける機会も充

実させる。主として「活用」に関する問題(Ｂ)

「書くこと」

・全国平均と比べ､上回っている ○文章読解については、

文章の構成や展開、表「読むこと」

・全国平均と比べ､上回っている 現の特徴、資料を分析

的に捉えられるようグ

□「読むこと」の領域では、目的に応じて必要な ループでの意見交流な

情報を得ることができる。 ど、学習活動や指導方

法を工夫する。

札幌市立澄川中学校 国語



学力調査の結果の概要及び改善の方向等について

【中学校数学】

本 校 の 概 要 今回の調査における課題 改 善 の 方 向

【区分及び領域】

●「数と式」では、計算 ○授業で問題を解決する主として「知識」に関する問題(Ａ)

問題において、全体的 活動をより多く取り入「数と式」

・全国平均とほぼ同程度であるが、やや上回っている には理解はできている れ、目的に応じて必要

が、解答類型を見ると な条件を設定し、数量「図形」

・全国平均と比べ、上回っている 理解度がかなり低い生 の関係を数学的に表現

徒の割合が高いことが できるように指導の充「関数」

・全国平均と比べ、上回っている 課題である。 実を図る。理解度が低

い生徒に対しては、基「資料の活用」

・全国平均と比べ、上回っている ●「図形」においては、 礎学力をつけるため

点対称についての理解 に、基本を中心に家庭

□すべての領域で全国平均を上回っているが、数 に課題がある。 学習を行うような意欲

と式の領域の内容である「分数の乗法の計算が 付けを授業の中で意識

できる」ことに苦手意識をもっている。 して行っていく。

(Ｂ) ○図形分野については、主として「活用」に関する問題

苦手意識をもたないよ「数と式」

・全国平均と比べ、上回っている う、図形がもつ楽しさ

を中心に理解が不十分「図形」

・全国平均と比べ、上回っている になる箇所がないよう

に指導していく。「関数」

・全国平均と比べ、上回っている

○数学の楽しさを授業の「資料の活用」

・全国平均と比べ、上回っている 中で伝えられるよう、

日々の教材研究を工夫

□すべての領域・問題で全国平均を上回っている していくとともに、授

が、知識の観点において、数と式の領域の内容 業と家庭学習が連続し

である「絶対値の意味、単項式どうしの除法の た活動となるよう指導

計算」、関数の領域の内容である「簡単な比例 していく。

式の計算」、図形の領域である「ひし形におけ

る理解」について全国平均を下回っている。

また、活用の観点においては、昨年度に引き続

き「問題場面における考察の対象を明確に捉え

る」ことが全国平均をわずかに下回っている。

札幌市立澄川中学校 数学



学力調査の結果の概要及び改善の方向等について

【中学校理科】

本 校 の 概 要 今回の調査における課題 改 善 の 方 向

【枠組み】

●自然の事象を数量で表 ○小数や分数を伴う計算主として「知識」に関する問題

全国平均・全道平均をともに上回っている。 したり考えたりするこ 式が必要な場面では基

とに課題がある。ま 礎的な計算方法の確認主として「活用」に関する問題

全国平均・全道平均をともに上回っている。 た、小学校の算数での を行うなど小学校や数

既習事項である「小数 学科との連携も行う。

【分野】 ・分数の計算」が定着

できておらず、苦手意 ○自然の事象から規則「物理的領域」

・全国平均を上回っている。 識をもっている点が課 性、法則性を見いだす

題である。 ために、実験の結果確「科学的領域」

・全国平均を上回っている。 認や考察をよりていね

●「天気」や「神経」な いに行う。「生物学的領域」

・全国平均と同程度であるが、やや下回ってい どに出てくる似た語句

る。 の理解に課題がある。 ○日常生活の中から、法

則性、規則性をもった「地学的領域」

・全国平均をやや上回っている ●生物分野の中で塩分の 事象を探し、確認する

質量パーセント濃度や 場を設け、グループで

【評価の観点】 質量といった数量的な の話し合いなどで理解

・全ての観点で、全国平均を上回っているかやや 問題に課題がある。 が深められる指導を行

上回っている。 う。

●分野にかかわらず事象

から数量的な規則性を

□３分野で全国平均を上回っているが、生物分野 見いだしたり、法則と

でやや下回った。 して置き換えて考える

ことに課題がある。

札幌市立澄川中学校 理科



生活習慣や学習環境に関する調査について
全国と比較して差異が大きかった質問

■肯定的な回答が多いもの（質問事項の文言は原文のまま）
(1) 自分には、よいところがあると思いますか
(2) 将来の夢や目標をもっていますか
(3) 朝食を毎日食べていますか
(4) 家で、自分で計画を立てて勉強をしていますか
(5) 家で、学校の授業の予習・復習をしていますか 教科書を使いながら学習をしていますか
(6) 今回の数学の問題について、解答を言葉や数、式を使って説明する問題がありましたが、そ

れらの問題で最後まで解答を書こうと努力しましたか
(7) 理科の授業の内容はよくわかりますか。観察や実験を行うことは好きですか
(8) 今回の理科の問題について、解答を文章などで書く問題がありましたが、最後まで解答を書

こうと努力しましたか
(9) 生徒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

と思いますか

全国平均と比較して肯定的な回答が上回る傾向にあるものを示しました。
自己肯定感をもって自分の将来に対して前向きに取り組もうとしている生徒が多いこと、朝食

を毎日食べるなど規則正しい生活リズムで過ごしている生徒が多いこと、さらに、自分で計画を
立てて予習・復習に取り組む生徒が多いことなどは、ご家庭での生活が安定していることが基盤
になっていると思います。
数学や理科の問題を解くことにおいては、あきらめずに最後まで努力するなど学習に対して粘

り強い姿勢で取り組むことができています。
授業の中での話し合い活動などを通じて探究心をもって取り組む姿勢を大切にしながら、さら

に生徒自身の力を伸ばすことができるように、今後も充実した学習を展開できるように努力して
いきたいと思います。

■肯定的な回答が少ないもの（質問事項の文言は原文のまま）
(1) 先生は、あなたのよいところを認めてくれていると思いますか
(2) １，２年生までに受けた授業や課外活動で地域のことを調べたり、地域の人と関わったりす

る機会があったと思いますか
(3) 今住んでいる地域の行事に参加していますか
(4) 数学の勉強は好きですか 数学の勉強は大切だと思いますか 数学の授業はよくわかりま

すか 数学の授業で学習したことは、将来、社会に出たときに役立つと思いますか
※質問番号27.28.29.33

(5) １，２年生の時に受けた授業で、自分の考えを発表する機会では、自分の考えがうまく伝わ
るよう、資料や文章、話の組み立てなどを工夫して発表していたと思いますか

全国平均と比較して肯定的な回答が下回る傾向にあるものを示しました。
３年生に進級したばかりの４月半ばの時点で「先生に認められている」と感じている生徒が、

全国と比べて少なかったことに驚くとともに反省の思いをもちます。今年から６月末に「教育相
談期間」を設定しましたが、授業や日常の生活場面などでもこれまで以上に「生徒の声を聞く」
姿勢を大切にしていきたいと思います。
数学については「結果」としては、全国よりも上回っているものの生徒たちにとっては「意

欲」につながっていない部分があったようです。他教科も含めて授業をさらに工夫・改善してい
きたいと思います。また、「発表」に苦手意識を感じている生徒も多いようです。各教科の授業
の中で、また小グループ等で発表の機会を増やすなどして、苦手意識を下げていきたいと考えて
います。
「地域との関わり」についても課題が残りました。部活動や塾・習い事などで忙しい中学生達

ですが、その中で何ができるか、さらに保護者や地域の方々と連携しながら、考えていきたいと
思っています。


