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平成２６年度 全国学力・学習状況調査の結果について 

 

本年４月２２日に、小学校第６学年および中学校第３学年を対象に実施された「全

国学力・学習状況調査」の結果概要について、本市の児童生徒の学力の定着状況、学

習状況、生活習慣等の分析結果や今後の取組を以下のとおりまとめました。 

なお、「全国学力・学習状況調査」は、義務教育の機会均等とその水準の維持向上

の観点から、全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果と

課題を検証し、その改善を図るとともに、学校における児童生徒への教育指導の充実

や学習状況の改善等に役立てる目的で実施されています。さらに、そのような取組を

通じて、教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立することを目的とされていま

す。しかしながら、調査により測定できるのは学力の特定の一部分であり、学校にお

ける教育活動の一側面です。このことを十分考慮し、今後の当市の教育の一層の充実

を図ってまいります。 

 

１．教科に関する調査結果より 

（１）各教科における特徴的な傾向 

  三重県と亀山市の平均正答率を比較して、その差が±５ポイント以上の項目につい

て、以下に示します。   

  

＜小学校 国語 A＞ 

○習得した漢字を、日常的に文や文章の中で適切に使うことや、漢字を文脈に

合わせて正しく書くことが難しい。 

 ・問題１二（２）：漢字を正しく書く（勝利をいわう）    

○故事成語の意味や使い方を正しく理解し、実生活の中で起こる出来事やその

様子を、故事成語を用いて表すことが難しい。 

 ・問題２一：故事成語の意味と使い方を理解する（五十歩百歩） 

・問題２一：故事成語の意味と使い方を理解する（百聞は一見にしかず） 

○話し合いの観点に基づいて、情報を関係付けながら意見を整理することが難

しい。 

・問題７：話し合いの観点に基づいて情報を関連付ける 

＜小学校 国語 B＞  

○目的に応じて文章の内容を的確に取り出し、内容を関係付けて読むことが難

しい。 

・問題２一：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 

○詩を読んでその表現の特徴を的確に捉えることが難しい。 

・問題３一（２）：詩の解釈における着眼点の違いを捉える  

○課題の条件に沿って自分の考えを記述することが難しい。 

・問題３三：二つの詩を比べて読み、自分の考えを書く  
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＜小学校 算数 A＞ 

○異種の二つの量の割合として捉えられる数量の表し方について、理解が不十

分である。 

・問題４（２）：単位量あたりの大きさの求め方を理解している  

○図形の性質や約束を理解し、必要な場面で適切に活用することが難しい。 

・問題５（１）：円周の長さを直径の長さから正しく求める 

・問題６：作図に用いられている図形の約束や性質を理解している  

○立体図形と見取り図・展開図を関連付けて、その対応関係を正しく捉えるこ

とが難しい。 

・問題７：立体図形とその見取り図の辺や面のつながりや位置関係について理解してい

る  

＜小学校 算数 B＞  

○問題文を注意深く読み問題の意図をしっかりと理解するとともに、示された

情報を整理し、筋道立てて考え、理由や求め方を言葉や式を使って記述する

ことが難しい。 

・問題２（２）：最大値に着目して、棒グラフの棒を枠の中に表すことのできない理由

を記述できる  

・問題４（２）：二人のリズムが異なる部分を、公倍数に着目して記述できる  

・問題５（３）：示された情報を整理し、筋道を立てて考え、尐数倍の長さの求め方を

記述できる  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

＜中学校 国語 A＞ 

○文章の中に用いられている抽象的な概念を表す語句について、論の展開を追

いながら具体的に捉えて適切に理解することが難しい。 

・問題５一：抽象的な概念を表す語句が示すものについて理解する  

■小学校国語全体の傾向から見られる課題 

  ①条件にあった記述が難しい。（字数制限、必要な文言の使用 等） 

  ②資料の情報と文章を関連付けながら読み取ることが難しい。 

  ③言語に関する知識・理解・技能を高め、必要な場面で正しく活用できるよ

うにする必要がある。 

■小学校算数全体の傾向から見られる課題 

  ①自分の考えた理由や考え方等を、言葉や式を使って記述することが難しい。 

  ②問題文を読み取り、題意を正しく理解することに課題がある。 

③基礎的・基本的な知識や技能を、必要な場面で適切に活用できるようにす

る必要がある。 
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○資料や文章などの情報を関連付けて正しく読み取ったり、集めた材料を取捨

選択して効果的に活用したりすることが難しい。 

・問題７一：多様な方法で材料を集めながら考えをまとめる  

・問題７二：書いた文章について意見を交流し、文章を書き直す  

○漢字や語句を、文脈の中で適切に使用できるようにすることが必要。 

・問題８一２：文章に即して漢字を正しく書く（円のハンケイを求める）  

・問題８二２：文章に即して漢字を正しく読む（音響効果がよい） 

・問題８四：辞書を活用して、語句の意味を適切に書く（英気を養う）  

・問題８五１：歴史的仮名遣いを現代仮名遣いに直して読む（まうけて）  

＜中学校 国語 B＞ 

○文章の内容を的確に捉え、資料と関連付けながら必要な情報を読み取ること

や、自分の考えの根拠を本文から引用したり要約したりして記述することが

難しい。 

・問題３一：本や文章から、目的に応じて必要な情報を読み取る  

・問題３三：落語に表れているものの見方や考え方について、根拠を明確にして自分の

考えを書く  

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中学校 数学 A＞ 

○課題解決のために必要な基礎的・基本的な知識を必要な場面で適切に活用す

る力が不十分である。 

・問題１（２）：指数を含む正の数と負の数の計算ができる  

・問題２（３）：指数を含む文字式に数を代入して式の値を求めることができる  

・問題３（２）：分数を含む一元一次方程式を解くことができる 

・問題３（３）：着目する必要のある数値を見出し、その数量に着目し、連立二元一次

方程式 をつくることができる 

・問題３（４）：簡単な連立二元一次方程式を解くことができる  

○空間図形について、見取り図と展開図を関連付けて理解することが難しい。 

・問題５（３）：円錐の展開図において、扇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  

 

○根拠をもとにして論理的に考察したり、表現したりすることが難しい。 

・問題７：証明を読み、根拠として用いられている三角形の合同条件を理解している  

・問題８： 証明のための構想や方針の必要性と意味を理解している 

■中学校国語全体の傾向から見られる課題 

①根拠を明確にして、自分の考えを記述することが難しい。 

②資料から必要な情報を読み取り選択し、伝えたいことを明確にして説明する

ことが難しい。 

③基礎的・基本的な知識を、日常的に活用する力が弱い。 

 



4 
 

○具体的な事象の中から二つの数量を取り出して関数関係を見出し、表現し考

察することが難しい。 

・問題９： 関数の意味を理解している 

・問題１０（１）：比例の関係を式に表すことができる  

・問題１０（２）：反比例の意味を理解している  

・問題１０（３）：与えられた式を基に、事象における２つの数量の関係が比例である

ことを判断することができる 

・問題１１（１）：一次関数の変化の割合の意味を理解している。  

○さまざまな情報を関連付けて読み取り、基礎的・基本的な知識・技能を具体

的な場面で活用する事が難しい。 

・問題１２：連立二元一次方程式の解が二直線の交点の座標として求められることを理

解している  

・問題１３（１）：度数分布表から相対度数を求めることができる  

・問題１３（２）： ヒストグラムにおいて、中央値の意味を理解している 

○観察や実験などの活動を通して、課題を解決することが難しい。 

・問題１４（２）： 樹形図などを利用して、確率を求めることができる 

＜中学校 数学 B＞ 

○見出された事柄について筋道を立てて考え、その事柄が成り立つかどうかを

判断し、数学的に説明することが難しい。 

・問題２（１）：与えられた証明の筋道を読み取り、式を適切に変形することで、その

証明を完成することができる  

・問題３（２）： 事象を理想化・単純化して問題解決した結果を解釈し、数量の関係を

数学的に証明することができる 

・問題４（１）：図形の性質を、構想を立てて証明することができる  

・問題４（２）：付加された条件の下で、証明を振り返って考え、証明の過程で見出し

た事柄や証明された事柄を用いることができる  

○不確定な事象についての問題場面を読み取り、与えられた情報を整理したり、

事象を数学的に判断し、数学的な表現を用いて説明したりすることが難しい。 

・問題５（１）： ある場合の得点を、樹形図を利用して求めることで、与えられた情報

を分類整理することができる 

・問題５（２）：不確定な事象の起こりやすさの傾向を捉え、判断の理由を数学的な表

現を用いて説明することができる  

○事象を数学的な表現を用いて捉えて解釈し、問題解決の結果を評価し改善す

ることが難しい。 

・問題６（１）：与えられたグラフを、事象に即して解釈することができる 

・問題６（２）：グラフの傾きや交点の意味を事象に即して解釈し、結果を改善するこ

とができる  

・問題６（３）： グラフの傾きや交点の意味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数学的に説明できる 
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２．生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査（児童生徒用・学校用）結果より 

（１）児童生徒質問紙における特徴的な傾向 

児童生徒質問紙については、三重県の割合と比較して、±５ポイント以上の項目の

中から、顕著な特徴が見られるものについて、以下に示します。 

 

①小学生 

＜強み＞ 

○学校の図書館や地域の図書館に週１回以上行く児童が多い。 

○地域の行事への参加率がとても高い。 

＜弱み＞ 

○家庭で、宿題や授業の予習・復習をしている児童が尐なく、学校の授業時間以

外での学習時間が短い児童が多い。 

○地域や社会をよくするために何をすべきかを考えている児童の割合が低い。 

○国語の授業で、うまく伝わるように発表を工夫したり、考えの理由がわかるよ

う書いたりしている児童が尐ない。 

○国語 A の問題の回答時間が足りなかったと感じている児童が多く、国語、算数

の記述問題では最後まで解答を書こうとした児童が尐ない。 

○就寝時刻が不規則な児童生徒が比較的多い。 

○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児童が尐ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

■中学校数学全体の傾向から見られる課題 

①必要な情報を関連付けて正しく読み取り、必要な場面で適切に活用する力

が弱い。 

②数学的に説明したり証明したりするなど、論理的に考察・表現することが

難しい。 

③問題の解決に向けて、最後まで粘り強く考えようとする意欲が低い。 

 

■児童質問紙の傾向から見られる課題（小学生） 

①家庭学習をする児童が尐なく、その時間が短い状況がみられる。 

②地域の行事への参加率は高いが、地域や社会の出来事に関心が尐ない。 

③自分の考えをうまく発表したり書いたりすることに対して、苦手と感じて

いる児童が多い。 

④記述問題で、最後まで解答しようと努力する児童が尐ない状況が見られる。 

⑤規則的な生活習慣が身についていない児童が比較的多い。 
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②中学生 

＜強み＞ 

○地域の行事への参加率がとても高い。 

＜弱み＞ 

○国語・数学の記述問題で、最後まで解答を書こうとした生徒が尐ない。また、

長い文章を書いたり、自分の考えを説明したり文に書いたりすることが難しい

と感じている生徒が多い。 

○数学の公式や決まりの根拠を理解するようにしている生徒が尐ない。 

○１、２年生のときに受けた授業の冒頭で、目標（めあて・ねらい）が示されて

いたと答えた生徒が尐ない。 

○先生が自分の良いところを認めてくれていると感じている生徒が尐ない。 

○携帯電話やスマートフォンの所持率が高く、テレビやビデオ・DVD、携帯電話

やスマートフォン等を使ったゲームに多くの時間を費やす生徒が多い。 

○家庭で授業の復習をしている生徒が尐なく、学校の授業時間以外に全く読書を

しない生徒が多い。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■生徒質問紙の傾向から見られる課題（中学生） 

①長い文章を書いたり説明したりすることが苦手な生徒が多い。 

②数学において根拠をもとに理解しようとしたり、最後まで解答を書こうと

したりする生徒が尐ない。 

③携帯電話やスマートフォンの所持率が高く、テレビやビデオ・DVD、携

帯電話やスマートフォン等を使ったゲームに多くの時間を費やす生徒が

多い。 

④授業のはじめに、目標（めあて・ねらい）が示されていたと思う生徒が尐

ない。 

⑤自分のことを認めてくれていると感じている生徒が尐ない。 

⑤復習や読書の習慣が身についていない生徒が多い。 
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（２）学校質問紙における特徴的な傾向 

 学校質問紙については、各学校１名の判断で回答していることから、三重県の割合

と比較して、小学校ではその差が±１０ポイント以上、中学校ではその差が±２０ポ

イント以上の項目の中から、顕著な特徴が見られるものに限ついて、以下に示します。 

 すべてについて、前年度の状況に関する質問調査結果です。 

【参考：市内小学校数１１校、中学校数３校】 

 

①小学校 

＜強み＞ 

○コンピュータ等の情報通信技術を活用した授業をよく行っている学校が多い。 

○学校図書館や博物館などを利用した授業をよく行っている学校が多い。 

○国語の指導として、様々な文章を読む習慣をつける授業を行ったり、補充的な

学習の指導を行ったりした学校が多い。 

○家庭学習の与え方について教職員で共通理解を図り、家庭での学習方法等を具

体例を挙げながら指導した学校が多い。 

○言語活動に重点を置いた指導計画を作成し、言語活動について、教育活動全体

を通じて学校全体として取り組んでいる学校が多い。 

○保護者や地域の人が教育活動や様々な活動に参加してくれる学校が多い。 

＜弱み＞ 

○授業中の私語が尐なく落ち着いていると答えた学校の割合が低い。 

○長期休業日を活用した補充的な学習サポートを５日以上実施した学校の割合が

低い。 

○算数の授業において、習熟の遅いグループに対して尐人数指導（年間授業の 1/4

以上）を行った学校が尐ない。 

○校長が、週に２日以上校内の授業を見回っている学校の割合が低い。 

＜その他＞ 

○ 日本語指導が必要な児童のいる学校が比較的多い。 

○ 経験年数の浅い教職員（５年未満）が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■学校質問紙全体の傾向から見られる課題（小学校） 

①授業中の私語が尐なく落ち着いて学習できる状況でない場面がみられる。 

②授業のある日は補充的な学習指導を部分的に取り入れているが、長期休業

中の補充的な学習指導の実施日数が尐ない状況がみられる。 

③算数の授業における習熟の遅いグループに対する尐人数指導の実施が尐な

い状況がみられる。 

④校長の授業を見回る回数が尐ない状況がみられる。 

⑤日本語指導が必要な児童や若年教職員が、他市町に比べて多い。 
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②中学校 

＜強み＞ 

○コンピュータ等の情報通信技術を活用した授業をよく行っている学校が多い。 

○学校図書館や博物館などを利用した授業をよく行っている学校が多い。 

○放課後を利用した補充的な学習サポートを実施した学校が多い。 

○生徒に、自分の考えを深め・広げたり、資料を使って相手に伝えたりできる

よう指導している学校が多い。 

○数学の指導で、実生活における事象との関連をはかった授業を行った学校が

多い。 

○校長が、週に２日以上校内の授業を見回っている学校が多い。 

○家庭学習の与え方について校内教職員で共通理解を図った学校が多い。 

○言語活動に重点を置いた指導計画を作成し、言語活動について、教育活動全

体を通じて学校全体として取り組んでいる学校が多い。 

＜弱み＞ 

○ 数学の授業における尐人数指導の実施回数や長期休業日を活用した補充的

な学習サポートを５日以上実施した学校の割合が低い。 

○授業研究や言語活動実施状況についての全教職員による校内研修を年間５回

以上実施した学校の割合が低い。 

○授業中の私語が尐なく落ち着いていると答えた学校の割合や学習規律の維持

を徹底した学校の割合が低い。 

○地域の人材を外部講師として招聘した授業を行った学校の割合や地域や社会

で起こっている問題や出来事を学習の題材に取り上げた学校の割合が低い。 

○国語・数学の家庭学習の課題について、評価・指導した学校の割合が低い。 

○生徒が礼儀正しいと思う学校の割合が低い。 

＜その他＞ 

○日本語指導が必要な生徒のいる学校が比較的多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■学校質問紙全体の傾向から見られる課題（中学校） 

① 放課後を利用した補充的な学習指導を実施しているが、長期休業中の補

充的な学習指導の実施日数が尐ない状況がみられる。 

② 数学の授業における尐人数指導や授業研究を伴う校内全体研修の実施

が尐ない状況がみられる。 

③ 学習規律の維持を徹底した学校の割合が低く、授業中の私語が尐なく

落ち着いて学習できる状況でない場面がみられる。 

④ 地域や社会で起こっている問題や出来事を学習の題材に取り上げた学

校の割合が低い。 

⑤ 家庭学習の与え方について校内教職員で共通理解を図っているが、家

庭学習の課題について評価・指導した学校の割合が低い。 
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３．課題解決に向けた取組 

 

  各学校は、「亀山市学力向上推進計画」の趣旨・内容を踏まえつつ、自校の児童生

徒の状況に基づいた「学力向上推進計画」を作成するとともに、着実な実践、的確な

評価・改善に努めることとする。 

教育委員会は、抽出した課題に対して、学校・家庭と連携・協働して「亀山市学力

向上推進計画」に基づき、取組を推進する。 
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資料 各教科における調査の領域別正答率（％）の状況 

①小学校 

亀山市 三重県 全国 亀山市 三重県 全国

話すこと・聞くこと 63.2 70.5 72.4 数と計算 79.1 80.6 81.8

書くこと 65.3 68.6 72.2 量と測定 68.4 72.2 74.8

読むこと 62.8 65.0 68.5 図形 63.3 68.7 71.8

伝統的な言語文化と
国語の特質に関する事項

66.7 70.2 73.7 数量関係 77.4 80.0 81.3

話すこと・聞くこと 45.9 48.9 51.2 数と計算 56.8 58.7 61.3

書くこと 26.3 31.0 34.4 量と測定 51.9 54.9 56.5

読むこと 49.8 54.1 57.3 図形 62.8 64.7 65.7

伝統的な言語文化と
国語の特質に関する事項

64.5 67.6 69.8 数量関係 50.9 53.7 56.2

小
学
校
　
国
語
A

小
学
校
　
算
数
A

小
学
校
　
国
語
B

小
学
校
　
算
数
B

 
②中学校 

亀山市 三重県 全国 亀山市 三重県 全国

話すこと・聞くこと 69.3 70.3 72.3 数と式 73.3 77.5 77.4

書くこと 79.4 81.8 83.4 図形 61.2 65.6 66.4

読むこと 79.1 81.8 82.9 関数 51.9 57.6 58.0

伝統的な言語文化と
国語の特質に関する事項

73.9 77.4 78.7 資料の活用 46.8 59.3 59.1

話すこと・聞くこと 数と式 48.7 55.5 56.9

書くこと 32.6 38.1 41.0 図形 52.4 57.6 58.6

読むこと 42.4 47.0 49.2 関数 55.0 62.4 64.4

伝統的な言語文化と
国語の特質に関する事項

50.3 54.7 56.8 資料の活用 47.8 53.7 55.9

中
学
校
　
国
語
B

中
学
校
　
数
学
B

中
学
校
　
国
語
A

中
学
校
　
数
学
A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


