


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？



中学校 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。



（１）「書いた文章について意見を交流し，
文章を書き直す」

（１）「書いた文章について意見を交流し，
文章を書き直す」

（２）「必要に応じて質問し，
足りない情報を聞き出す」

（２）「必要に応じて質問し，
足りない情報を聞き出す」

（３）「古典と昔話とを対応させて
内容を捉える」

（３）「古典と昔話とを対応させて
内容を捉える」

○ 国語科の授業において，「報告会」や「発表会」等の交流活動を設定
している。その際，単なる感想の伝達にならないように，学習のねらいに
沿った「交流を深めるための視点」を提示している。

○ 古典に親しみ，読み味わうことができるような言語活動を設定している。
例：音読，関連する作品の比較読み（現代語も活用しながら），

多様なスタイルの鑑賞文を書く等

言語能力言語能力

守谷市内中学校国語科 の成果守谷市内中学校国語科 の成果A問題A問題

特に成果が見られた設問と問われた能力は…

書く能力書く能力

聞く・話す能力聞く・話す能力

考察



（１）「文脈に即して漢字を正しく書く」

（地域の人をショウタイする。）（円のハンケイを求める。）

（１）「文脈に即して漢字を正しく書く」

（地域の人をショウタイする。）（円のハンケイを求める。）

○ 漢字の読み書きの定着や語句の意味理解だけでなく，作文などの
自己表現において積極的に活用していく。

○ 話合いの質を向上させるために，以下の点に留意して学習を進める。
① 話合いの目的を確認し，多様な意見を出し合う。
② 図表等を使い，出された意見を観点を決めて整理する。
③ 結論に至った過程を説明する。

言語能力言語能力

守谷市内中学校国語科 の課題守谷市内中学校国語科 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…

（２）「語句の意味を理解し，文脈の中で適切に使う」

（単刀直入）（急がば回れ）

（２）「語句の意味を理解し，文脈の中で適切に使う」

（単刀直入）（急がば回れ）
言語能力言語能力

（３）「目的に沿って話し合い，互いの発言を検討する」（３）「目的に沿って話し合い，互いの発言を検討する」

改善

聞く・話す能力聞く・話す能力



（１）「文章に表れているものの見方について，
自分の考えをもつ」

（１）「文章に表れているものの見方について，
自分の考えをもつ」

（２）「表現の技法について理解する」（２）「表現の技法について理解する」

（３）「複数の資料から必要な情報を読み取る」（３）「複数の資料から必要な情報を読み取る」

○ 自分の考えを深めていくため，「学習の振り返り（自己評価）」を大切に
している。単なる感想ではなく，「どのように課題を解決することができ
たのか（メタ認知） 」に焦点をあてている。

○ 分かりやすく伝えるための表現技法を知識として学ぶだけでなく，
具体的な表現と結びつけて考えさせるような学習に取り組んでいる。

言語能力言語能力

読む能力読む能力

読む能力読む能力

守谷市内中学校国語科 の成果守谷市内中学校国語科 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…

考察



（２）「文章の構成や表現の仕方などについて，
根拠を明確にして自分の考えを書く」

（２）「文章の構成や表現の仕方などについて，
根拠を明確にして自分の考えを書く」

（１）「資料から適切な情報を得て，伝えたい事実や
事柄が明確に伝わるように書く」

（１）「資料から適切な情報を得て，伝えたい事実や
事柄が明確に伝わるように書く」

○ 内容が正確に伝わるよう説明するために，以下の点を重視していく。
① 情報を正確に理解し，整理しているか，② 伝えたい内容を正確，
かつ分かりやすく述べているか。

○ 根拠を明確にして自分の考えを書く際，「文章の記述の一部を根拠に
するだけでなく，文章の展開も根拠になること」を理解させていく。

○ 要旨を捉えるには，どのような内容を中心的に述べており，どのような
特徴をもっているのかということを押さえていく。

書く能力書く能力

守谷市内中学校国語科 の課題守谷市内中学校国語科 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…

（３）「複数の資料を比較して読み，要旨を捉える」（３）「複数の資料を比較して読み，要旨を捉える」

書く能力書く能力

読む能力読む能力
改善



中学校 数学科の傾向
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。
特に，「関数」「資料の活用」の領域は，

大幅に向上しました。



守谷市内中学校数学科 の成果守谷市内中学校数学科 の成果

（１）「簡単な連立二元一次方程式を解くことが
できる」

（１）「簡単な連立二元一次方程式を解くことが
できる」

（２）「度数分布表から相対度数を求めることが
できる」

（２）「度数分布表から相対度数を求めることが
できる」

（３）「円錐の展開図において，おうぎ形の半径が
円錐の母線に対応していることを読み取る
ことができる」

（３）「円錐の展開図において，おうぎ形の半径が
円錐の母線に対応していることを読み取る
ことができる」

○ 授業における適応練習（練習問題）や定期的な小テストを実施している。
○ 相対度数を求める問題は昨年度からの課題であったので，重点的に
指導してきた。相対度数の必要性と意味について理解を深めるような
指導を行った。

○ 円錐の展開図を作成し，円錐を組み立てる活動を通して，空間図形の
特徴を実感として捉えることができるようにしている。

A問題A問題

技能技能

技能技能

技能技能

特に成果が見られた設問と問われた能力は…

考察



（２）「底面が合同で高さが等しい円柱と円錐の
体積の関係について」の理解

（２）「底面が合同で高さが等しい円柱と円錐の
体積の関係について」の理解

（１）「図形の回転移動について，移動前と移動後の
２つの図形の辺や角の対応を読み取ること」

（１）「図形の回転移動について，移動前と移動後の
２つの図形の辺や角の対応を読み取ること」

○ ICTを活用したり，図形を紙で作ったりして，図形の移動を視覚的に
理解できるようにすることが大切である。回転移動のきまりについて
理解を深めるためにも，実際に作図を行うことが重要である。

○ 柱体と錐体の体積の関係を実感を伴って理解できるようにするため
に，① 体積の関係を予測し，② 模型を用いた実験による測定を行
い，③ 確かめる活動をすることが大切である。

守谷市内中学校数学科 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

技能技能

改善



守谷市内中学校数学科 の成果守谷市内中学校数学科 の成果

（１）「与えられた証明の道筋を読み取り，式を変形する
ことで，その説明を完成することができる」

（１）「与えられた証明の道筋を読み取り，式を変形する
ことで，その説明を完成することができる」

（２）「事柄が成り立たない理由を説明する場面で，反例
をあげることで，説明を完成することができる」

（２）「事柄が成り立たない理由を説明する場面で，反例
をあげることで，説明を完成することができる」

（３）「事象を理想化して問題解決した結果を解釈し，

数量の関係を数学的に説明することができる」

（３）「事象を理想化して問題解決した結果を解釈し，

数量の関係を数学的に説明することができる」

○ 授業において，考えを話し合わせる活動を意図的に設定している。
例：なぜ偶数は「２×整数」「（ｍ＋ｎ）は整数」という説明が必要なのか。

○ 知識・技能の習得と根拠を提示して説明する「言語活動」（数学的
活動）を連動させてきた。

○ 主部に「前提にあたる部分」，述部に「それによって説明される結論」を
明確にしてノートに書かせたり発表させたりする学習活動を継続している。

考え方考え方

考え方考え方

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…

知識・理解知識・理解

考察



（２）「不確定な事象の起こりやすさの傾向を捉え，
判断の理由を説明すること」

（２）「不確定な事象の起こりやすさの傾向を捉え，
判断の理由を説明すること」

（１）「付加された条件の下で，証明を振り返って考え，
事柄を用いること」

（１）「付加された条件の下で，証明を振り返って考え，
事柄を用いること」

○ 条件に合わせて図をかき直したり，証明の過程で見出したことがらや証明された
事柄に着目し，その他にどのようなことが言えるのか等，新たな性質を見出すこと
ができるようにする。

○ 説明する事柄（B）とその根拠（A）を明確に区別し，「AであるからB」であるように
簡潔に分かりやすく説明できるようにする。

○ 表，式，グラフなどの「用いるもの」とその「用い方」について説明する場面を
意図的に設定していく。

守谷市内中学校数学科 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…

（３）「グラフの特徴を事象に即して解釈し，結果を
改善して問題を解決する方法を説明すること」

（３）「グラフの特徴を事象に即して解釈し，結果を
改善して問題を解決する方法を説明すること」

考え方考え方

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

【中学校】

・ 家で，学校の授業の予習・復習をしている。
・ 「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。
・ １，２年生のときに受けた授業では，本やインターネットを
使ってグループで調べる学習をよく行っていた。
・ １，２年生のときに受けた授業では，生徒の間で話し合う
活動をよく行っていた。

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

【中学校】

・ 朝食を毎日食べること。
・ 毎日同じくらいの時刻に起き，
同じくらいの時刻に寝ること。
・ 友達の前で自分の考えや意見を発表すること。
・ 家の人と学校での出来事について話をすること。
・ 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。

守谷市守谷市


