


主主主主としてとしてとしてとして，，，，「「「「知識知識知識知識」」」」にににに関関関関するするするする問題問題問題問題ですですですです。。。。

（（（（身身身身につけておくべきにつけておくべきにつけておくべきにつけておくべき基礎的基礎的基礎的基礎的なななな知識知識知識知識やややや技能技能技能技能））））

主主主主としてとしてとしてとして，，，，「「「「知識知識知識知識」」」」にににに関関関関するするするする問題問題問題問題ですですですです。。。。

（（（（身身身身につけておくべきにつけておくべきにつけておくべきにつけておくべき基礎的基礎的基礎的基礎的なななな知識知識知識知識やややや技能技能技能技能））））

主主主主としてとしてとしてとして，，，，「「「「活用活用活用活用」」」」にににに関関関関するするするする問題問題問題問題ですですですです。。。。

（（（（知識知識知識知識やややや技能技能技能技能をををを実生活実生活実生活実生活でででで活用活用活用活用するするするする能力能力能力能力））））

主主主主としてとしてとしてとして，，，，「「「「活用活用活用活用」」」」にににに関関関関するするするする問題問題問題問題ですですですです。。。。

（（（（知識知識知識知識やややや技能技能技能技能をををを実生活実生活実生活実生活でででで活用活用活用活用するするするする能力能力能力能力））））

A問題とは？A問題とは？

B問題とは？B問題とは？

対象対象対象対象はははは，，，，小学校小学校小学校小学校６６６６年生年生年生年生とととと中学校中学校中学校中学校３３３３年生年生年生年生ですですですです。。。。

このこのこのこの調査調査調査調査はははは，，，，学力学力学力学力のののの一部分一部分一部分一部分をはかるものでありをはかるものでありをはかるものでありをはかるものであり，，，，

学力学力学力学力のののの全全全全てをはかるものではありませんてをはかるものではありませんてをはかるものではありませんてをはかるものではありません。。。。

学習意欲学習意欲学習意欲学習意欲，，，，学習方法学習方法学習方法学習方法，，，，学習学習学習学習・・・・生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣等等等等にににに関関関関するするするする
アンケートアンケートアンケートアンケート形式形式形式形式のののの調査調査調査調査ですですですです。。。。

質問紙とは？質問紙とは？



小学校 国語科の傾向
問題A・問題Bの各設問において，

県・全国平均正答率を大きく上回っています。



守谷市内小学校国語科 の成果守谷市内小学校国語科 の成果

（１）「漢字の読み書き」及び
「語句の使い方（故事成語）」

（１）「漢字の読み書き」及び
「語句の使い方（故事成語）」

（２）「物語の登場人物の相互関係を捉える」（２）「物語の登場人物の相互関係を捉える」

（３）「新聞の投書を読み，表現の仕方を捉える」（３）「新聞の投書を読み，表現の仕方を捉える」

○ 漢字力の確実な定着を図るための，ドリルによる反復練習と小テスト
（漢字力テスト）の定期的な実施と，分からない言葉や表現をすぐに

調べることができる「マイ辞書」の活用。
○ 故事成語をどのような場面で使うことが適切なのかを考えさせている。
○ 登場人物の相互関係を叙述をもとに人物関係図等に表し，伝え合う

ことを重視した学習の展開。
○ 表現力を向上させるための新聞を活用した言語活動の充実。

A問題A問題

言語能力言語能力

読む能力読む能力

特に成果が見られた設問と問われた能力は…

読む能力読む能力

考察



（２）「複数の事柄を並列の関係で書く」（２）「複数の事柄を並列の関係で書く」

（１）「情景描写の効果を捉える」（１）「情景描写の効果を捉える」

○ 「読む」と「書く」を一体化した学習を充実させていく。
例：「登場人物についての描写に注目し，想像力豊かに読む」ことと

「心情を直接的に表現するのではなく，情景描写を工夫して書く」
双方向的な学習に取り組む。

○ 文と文をつなぐ方法について考え，二文を一文にして書き直す学習
に取り組む。
例：「～たり，…たり」，「～や…」，「～も，…も」，「～こと，…こと」

書く能力書く能力

守谷市内小学校国語科 の課題守谷市内小学校国語科 の課題A問題A問題

特に課題が見られた設問と問われた能力は…

改善

書く能力書く能力

言語能力言語能力

言語能力言語能力



（１）「付箋に書かれた内容を関係付けながら，
最初にもった疑問を捉える」

（１）「付箋に書かれた内容を関係付けながら，
最初にもった疑問を捉える」

（２）「課題を解決するために，目次や索引を
活用して，本を効果的に読む」

（２）「課題を解決するために，目次や索引を
活用して，本を効果的に読む」

○ 読みの観点（ポイント）を一方的に示すのではなく，「グッドモデル」と
「不完全モデル」を比較できるように提示し，何に（どこに，どんな言葉
に）着目して読み進めていけばよいかを考えさせている。

○ 学校図書館を活用して，目的や課題に応じた適切な選書の仕方を
学んでいる。
例：十進分類法の概略，本の配置の知識，辞書の使い方，事典や

図鑑の特徴（目次・索引・奥付の読み方）など

読む能力読む能力

守谷市内小学校国語科 の成果守谷市内小学校国語科 の成果B問題B問題

特に成果が見られた設問と問われた能力は…

読む能力読む能力

考察



（２）「分かったことや疑問に思ったことを整理し，
それらを関係付けながらまとめて書く」

（２）「分かったことや疑問に思ったことを整理し，
それらを関係付けながらまとめて書く」

（１）「２つの詩を比べて読み，自分の考えを書く」（１）「２つの詩を比べて読み，自分の考えを書く」

○ 詩を読み味わうために，「内容」と「表現の仕方」の双方から鑑賞する
ことができるようにする。

○ 「二文を一文にする」，「接続語を適切に使う」など，「条件を満たすよう
に書く」活動を充実させていく。

○ 国語科の討論会を通して学んだ力を各教科や実生活の中で活用する。
例：「相手の言葉を的確に受け止める」，「相手の主張の中のキーワード

や一部分を用いて要約する」等

守谷市内小学校国語科 の課題守谷市内小学校国語科 の課題B問題B問題

（３）「立場を明確にして，質問や意見を述べる」（３）「立場を明確にして，質問や意見を述べる」

特に課題が見られた設問と問われた能力は…

書く能力書く能力

書く能力書く能力

聞く・話す能力聞く・話す能力

書く能力書く能力改善



小学校 算数科の傾向
問題A・問題Bの全設問において，

県・全国平均正答率を大きく上回っています。



守谷市内小学校算数科 の成果守谷市内小学校算数科 の成果

（１）「円周の長さを直径の長さを用いて
求めることができる」

（１）「円周の長さを直径の長さを用いて
求めることができる」

（２）「四則の混合した式の意味について
理解している」

（２）「四則の混合した式の意味について
理解している」

○ 作業的・体験的な活動を通して「円周率＝円周÷直径」を見出し，
この式から直径や円周の長さを求めることができるように指導して
いる。

○ 昨年度までの調査結果に基づき，計算の順序のきまりなどを理解し，
正しく計算することに関する指導が充実してきている。

A問題A問題

技能・表現技能・表現

特に成果が見られた設問と問われた能力は…

知識・理解知識・理解

考察



（２）「作図に用いられている図形の約束や性質」の
理解

（２）「作図に用いられている図形の約束や性質」の
理解

（１）「割合が１より小さい場合でも比較量の求め方が
（基準量）×（割合）になること」の理解

（１）「割合が１より小さい場合でも比較量の求め方が
（基準量）×（割合）になること」の理解

○ 計算の意味について理解すること，計算の仕方を考えること，計算に
習熟し，活用できるようにしていくことが求められる。

○ 基準量と比較量の関係を的確に捉え，それに基づいて演算の決定が
確実にできるようにしていく。

○ （２）は作図の手順を図形の特徴と対応させて考えることが求められる。
ここでは，コ ンパスを用いる理由を考え，話し合う活動を取り入れてい
くようにしたい。

守谷市内小学校算数科 の課題守谷市内小学校算数科 の課題A問題A問題

特に課題が見られた設問と問われた能力は…

知識・理解知識・理解

知識・理解知識・理解

改善



守谷市内小学校算数科 の成果守谷市内小学校算数科 の成果

（１）「最大値に着目して，棒グラフの棒を枠の中に
表すことができない理由を記述できる」

（１）「最大値に着目して，棒グラフの棒を枠の中に
表すことができない理由を記述できる」

（２）「１０人分の量を基に４０人分の量を相対的に
捉え，その関係を表している図を選択する
ことができる」

（２）「１０人分の量を基に４０人分の量を相対的に
捉え，その関係を表している図を選択する
ことができる」

○ 最大値に着目して，目盛りの付け方，読み方が定着している。
○ 問題の解き方や考え方が分かるように，ノートに書くことを継続してき

た。
○ 根拠となる事柄を過不足なく説明するために，図や表，グラフ等を活

用し説明する学習活動を取り入れている。

考え方考え方

知識・理解知識・理解

B問題B問題

特に成果が見られた設問と問われた能力は…

考察



（２）「示された情報を整理し，筋道を立てて考え，
小数倍の長さの求め方を記述すること」

（２）「示された情報を整理し，筋道を立てて考え，
小数倍の長さの求め方を記述すること」

（１）「示された情報を基に，条件に合う時間を
求めること」

（１）「示された情報を基に，条件に合う時間を
求めること」

○ 複数の条件をもとに答えを導く場合には，筋道を立て，条件を一つ
ずつ図や式に表していくことが大切になる。

○ 答えを求めるまでに複数の段階がある問題において，示された情報
を整理し，筋道を立てて考え，小数倍の長さや求め方を言葉や式
を用いて記述することに課題がある。また，示された情報を整理して，
解決の見通しを立てることが求められる。

守谷市内小学校算数科 の課題守谷市内小学校算数科 の課題B問題B問題

特に課題が見られた設問と問われた能力は…

考え方考え方

考え方考え方

改善



質問紙の回答から

見る傾向



児童生徒の児童生徒の学習・生活習慣と学力との関係学習・生活習慣と学力との関係

【国語，算数・数学に対する関心・意欲・態度が高い】

【家庭学習・読書】
・ 学校での授業時間以外での学習時間が長い。

・ 自分で計画を立てて勉強する。
・ 学校の宿題，授業の予習・復習をする。
・ 読書が好き，読書時間が長い，学校や地域の図書館に行く頻度が高い。
【学校生活】
・ 学級みんなで協力して何かをやり遂げ，うれしかったことがある。

・ 先生は自分の良いところを認めてくれていると思う。
【基本的生活習慣】
・ 朝食を毎日食べる。

・ 毎日，同じくらいの時刻に寝る。

全国全国

◆ 次の児童生徒ほど，教科の平均正答率が高い傾向が見られる。



児童生徒の児童生徒の学習・生活習慣と学力との関係学習・生活習慣と学力との関係

【メディアとの関係】

・ 携帯電話やスマートフォンで通話・メール・インターネットをする時間が
短い。
・ テレビゲームをしている時間が短い。
【家庭でのコミュニケーション等】
・ 家の人と学校での出来事について話をする。

・ 家の人は，授業参観や運動会などの学校行事に来る。
【社会に対する興味・関心】

・ 地域や社会で起こっている問題や出来事に関心がある。
・ 地域や社会をよくするために何をすべきか考えることがある。
・ 新聞を読んでいる。
・ テレビのニュース番組やインターネットのニュースを見る。
【自尊意識・規範意識】

・ ものごとを最後までやり遂げて，うれしかったことがある。
・ 学校のきまり・規則を守っている。
・ 人の気持ちが分かる人間になりたいと思う。

全国全国



全国平均と比較して全国平均と比較して優れていた優れていた事項事項

【小学校】

・ 家で自分の計画を立てて勉強している。
・ 家で，学校の授業の予習・復習をしている。
・ 地域や社会で起こっている問題や出来事に関心がある。
・ 地域や社会をよくするために何をすべきか考える。
・ 「総合的な学習の時間」では，自分で課題を立てて
情報を集め整理して，調べたことを発表するなどの
学習活動に取り組んでいる。

・ 国語の授業の内容がよく分かる。

守谷市守谷市



全国平均と比較して全国平均と比較して課題となる課題となる事項事項

【小学校】

・ 授業の導入時に示される 「目標（めあて・
ねらい）」を意識して授業に参加すること。
・ 授業などで，自分の考えを他の人に説明したり，文章に
書いたりすること。
・ 根拠を明確にしたり，文の構成を工夫したりしながら，
４００字詰原稿用紙２～３枚の感想文や説明文を書くこと。
・ 算数の授業において，問題の解き方や考えが分かるよう
にノートに書くこと。

・ 授業の終末の「学習内容の振り返り」をしっかり行うこと。

守谷市守谷市


