
 

全国学力・学習状況調査に見られる、本市の成果と課題 

 

１．今年度の結果（概要） 

 今年度の、全国学力・学習状況調査の結果は、全ての教科において、正答率が全国平

均を下回っています。しかしながら、小学校国語 B、中学校国語 B、数学 B 以外の教科

では、全国平均との差は５ポイント以内にあります。A 問題では大きな差は見られない

ものの、活用力を見る B問題に課題があることが見て取れます。 

 

 

２．経年変化に見られる成果 

小学校 平均正答率 

 

 

 

 

 

 

 

中学校 平均正答率 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成 26年度と比較し、全ての教科において、全国平均正答率との差が縮小している。 

・小学校では、A問題で、中学校は数学で特に成果が見られる。 

・上記の表には記載していないが、各教科ごとに、領域があり、小学校では、全国と比

較が可能な 15領域のうち、14領域において、正答率の開きが縮小している。 

・中学校では、全国との比較が可能な 14 領域のうち、11 領域で、正答率の開きが縮小

している。 

・小学校国語 A の「話すこと・聞くこと」は、全国との差が 6 ポイント縮小している。 

・小学校算数 Aの「量と測定」で、4.9ポイント、「図形」で 5.9ポイント縮小している。 

・小学校国語 Bの「話すこと・聞くこと」は、2.9 ポイント開いている。 

・中学校数学 Aの「資料の活用」で、8.3ポイント縮小している。 

・中学校数学 Bの「関数」で、4.6 ポイント縮小している。 

・中学校国語 Aの「書くこと」で、2ポイント開いている。 

・全ての教科において、全国平均には到達していないため、今後も取り組みを進め、継

続して子どもの学力向上に努める必要がある。 

教科 H26 H27 H28 H26→H28　全国との差
市 65.9 65.7 68.0
国 72.9 70.0 72.9
市 48.7 62.3 52.2
国 55.5 65.4 57.8
市 73.2 73.5 75.5
国 78.1 75.2 77.6
市 53.5 42.7 43.5
国 58.2 45.0 47.2

算数B

算数A

国語B

国語A 2.1　上昇

1.2　上昇

2.8　上昇

1.0　上昇

教科 H26 H27 H28 H26→H28　全国との差
市 75.2 70.5 72.1
国 79.4 75.8 75.6
市 44.6 60.0 60.7
国 51.0 65.8 66.5
市 61.6 58.3 57.8
国 67.4 64.4 62.2
市 51.9 35.0 38.4
国 59.8 41.6 44.1

2.2　上昇

1.4　上昇

0.6　上昇

0.7　上昇

数学B

数学A

国語B

国語A



３．質問紙に見られる成果 

 小学校 児童質問紙調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・上記の項目は、全国と亀山市との差の値が、平成 26年度と比較して相対的に上昇して

いるものである。 

・昼休みや放課後、学校が休みの日に、本を読んだり借りたりする 

ために、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。 

・先生に認められていると感じている児童が多い。 

・住んでいる地域の行事に参加する児童が多い。 

 

中学校 生徒質問紙調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・上記の項目は、全国と亀山市との差の値が、平成 26年度と比較して相対的に上昇して

いるものである。 

・授業で、自分の考えを発表する機会が与えられていたと感じている生徒が多い。 

・友達と話し合う時、友達の話や意見を最後まで聞くと答えた生徒が多い。 

・住んでいる地域の行事に参加する生徒が多い。 

・学校に行くのが楽しいと感じている生徒が多い。 

 

４．今後の課題 

・長文で感想や説明文を書くことを苦手としている子どもが多い。 

・家庭での学習時間が少ない。 

・地域行事への参加率に比べ、地域や社会での出来事への関心が比較的少ない。 

・自ら課題を立てて考え、調べ発表するなど、主体的な学習への取り組みが少ない。 

領域 H26 H27 H28 H26→H28全国との差
２時間未満 市 38.3 39.6 48.3

国 43.5 44.2 51.1

２時間未満 市 61.8 63.2 66.8

国 67.0 68.4 69.6

週に１回以上 市 6.0 8.4 13.0

国 8.0 8.2 7.6

肯定的回答 市 84.2 89.4 92.6
国 88.2 89.3 90.1

肯定的回答 市 54.5 77.6 87.5
国 71.5 79.7 84.9

肯定的回答 市 48.1 65.9 72.8
国 53.3 59.3 63.1

肯定的回答 市 66.4 80.8
国 73.7 76.8

普段（月～金曜日），１日当たりどれくらいの時間，携帯電話やス
マートフォンで通話やメール，インターネットをしますか

2.4　上昇

普段（月～金曜日），１日当たりどれくらいの時間，テレビやビデ
オ・ＤＶＤを見たり，聞いたりしますか

2.4　上昇

授業で扱うノートには，学習の目標（めあて・ねらい）とまとめを書
いていたと思いますか

１，２年生のときに受けた授業の最後に学習内容を振り返る活動
をよく行っていたと思いますか

授業の中で目標（めあて・ねらい）が示されていたと思いますか

家で，学校の宿題をしていますか

昼休みや放課後，学校が休みの日に，本（教科書や参考書，漫
画や雑誌は除く）を読んだり，借りたりするために，学校図書館・
学校図書室や地域の図書館にどれくらい行きますか

4　上昇

14.9　上昇

19.6　上昇

6.5　上昇

7.4　上昇

継続して全国平均

よりも高い 

継続して

全国平均

よりも高

い 

領域 H26 H27 H28 H26→H28全国との差
肯定的回答 市 71.7 68.5 74.5

国 76.1 76.4 76.3
２時間未満 市 35.9 36.1 43.4

国 38.6 40.7 42.8

２時間未満 市 64.8 67.2 68.1

国 69.6 69.7 70.4

肯定的回答 市 35.4 36.1 46.8

国 54.0 54.5 55.2
肯定的回答 市 56.2 52.0 69.5

国 62.9 63.9 70.6
肯定的回答 市 72.8 84.0 88.6

国 82.0 86.3 87.6
肯定的回答 市 82.1 90.1

国 87.1 87.9
肯定的回答 市 75.3 69.6 78.9

国 79.4 79.1 80.5

2.2　上昇

10.2　上昇

5.6　上昇

10.2　上昇

自分には，よいところがあると思いますか

2.5　上昇

3.3　上昇

2.6　上昇

2.5　上昇

普段（月～金曜日），１日当たりどれくらいの時間，テレビやビデ
オ・ＤＶＤを見たり，聞いたりしますか

普段（月～金曜日），１日当たりどれくらいの時間，テレビゲーム
（コンピュータゲーム，携帯式のゲーム，携帯電話やスマートフォ
ンを使ったゲームも含む）をしますか

家で，学校の授業の復習をしていますか。

算数の授業で問題を解くとき，もっと簡単に解く方法がないか考
えますか

授業で扱うノートには，学習の目標（めあて・ねらい）とまとめを書
いていたと思いますか

授業の中で目標（めあて・ねらい）が示されていたと思いますか

地域や社会で起こっている問題や出来事に関心がありますか



1 
 

平成２８年度 全国学力・学習状況調査の結果について 

本年４月１９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。今年度は、

小学校が国語、算数、中学校が国語・数学の調査がありました。 

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＞ 

○学年別漢字配当表に示されている漢字を正しく読むことに課題がある。 

 ・問題 1一 1、3：漢字を読む（快晴、省く） 

○書き手の表現の仕方をよりよくするために意見を出すことが難しい。 

 ・問題３：ルール説明の表現について助言した内容として適切なものを選択する 

○書道で、用紙全体との関係に注意し、文字の大きさや配列などを決めること

を苦手としている。 

 ・問題７アイ：毛筆で書いた（一）と（二）を書き直した際、注意した点として適切な

ものを選択する（永久） 

 

＜小学校 国語 B＞  

○目的に応じて質問したいことを整理することが難しい。 

・問題１一：スーパーマーケットの店長へのインタビューメモを作成した際の工夫した

点として当てはまらないものを選択する 

○質問の意図を捉えることを苦手としている。 

・問題１二：スーパーマーケットの店長への質問の意図として適切なものを選択する 

○話し手の意図を捉えながら聞き、話の展開に沿って質問することが難しい。 

・問題１三：スーパーマーケットの店長へのインタビューメモを基にして、話の展開に

沿った質問を書く 
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○グラフを基に、分かったことを的確に書くことに課題がある。 

・問題２一：「早ね早起き」活動の成果について、〈図１〉の結果を基に書いた内容とし

て適切なものを選択する 

○目的や意図に応じて、グラフを基に、自分の考えを書くことが難しい。 

・問題２二（１）：「早ね早起き」活動の課題について、〈図２〉の結果を基に書く 

○目的に応じて、複数の本や文章などを選んで読むことを苦手とする。 

・問題３一：「パン職人」に関する本を選んだ目的の説明として適切なものを選択する 

○目的に応じて、文章の内容を的確に押さえ、自分の考えを明確にしながら読

むことに課題がある。 

・問題３三：「パン職人」について、紹介したい内容をまとめて書く 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜小学校 算数 A＞ 

○除数と被除数に同じ数をかけても商は変わらないことの理解に課題がある。 

・問題１（２）：２．１÷０．７を、除数が整数になるように工夫して計算するとき、

ふさわしい数値の組み合わせを書く 

○末尾の位のそろっていない小数の加法の計算をすることが難しい。 

・問題２（２）：４．６５＋０．３を計算する 

 

＜小学校 算数 B＞  

○示された説明を解釈し、用いられている考えを別の場面に適用して、その説

明を記述することを苦手としている。 

・問題１（２）：正方形の縦の長さを２ｃｍ短くし、横の長さを２ｃｍ長くすると面積

が４ｃｍ2小さくなることの説明を書く 

○示された式に数値を当てはめて、目標のタイムを求めることが難しい。 

・問題２（２）：４０ｍハードル走の目標のタイムを求める式に８．１と４を当てはめ

て、まなみさんの目標のタイムを求める式と答えを書く 

○縦にかくことができる正方形の数を求め、２４個の正方形をかくことができ

る理由を記述することに課題がある。 

・問題３（２）：縦３９ｃｍ、横５４ｃｍの長方形の厚紙から、１辺９ｃｍの正方形を

２４個切り取ることができるわけを書く 

○正方形に内接する円の半径についての理解を苦手としている。 

・問題３（３）：１辺が９ｃｍの正方形に内接する円をかくために、コンパスの鉛筆の

先を合わせる位置を選ぶ 

■小学校国語全体の傾向から見られる課題 

  ①文脈に合わせて漢字を正しく読むことが難しい。 

  ②相手の質問の意図を捉えながら聞くことや、的確に整理して相手に質問を

することに課題がある。 

  ③条件に沿って自分の考えを書くことを苦手としている。 
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○示された事柄について、二つの表を基に読み取ることができない事柄を特定

することが難しい。 

・問題４（２）：示された二つの表だけでは判断できないものを選ぶ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 小学校で、昨年度と比較し改善が見られた領域 

  （県平均正答率との差において、昨年より改善が見られた領域） 

  国語 A 「話すこと・聞くこと」 

 

 

 

＜中学校 国語 A＞ 

○伝えたい事柄が相手に効果的に伝わるように書くことを苦手としている。 

・問題２一：パンフレットの見出しを他の見出しの書き方を参考にして書く 

○伝えたい事柄について、根拠を明確にして書くことに課題がある。 

・問題４二：質問に対する答えが明確になるように適切な言葉を書く 

○奥付を使って本についての情報を得ることに関する理解が難しい。 

・問題８二：資料集を活用するときの留意点を説明したものとして適切なものを選択す

る 

○文脈に即して漢字を正しく書くことに課題がある。 

・問題９一１：漢字を書く（大学で歴史のケンキュウをする） 

○歴史的仮名遣いを現代仮名遣いに直して読むことを苦手としている。 

・問題９七１：歴史的仮名遣いを現代仮名遣いに直す（追ひし） 

 

＜中学校 国語 B＞ 

○本や文章などから必要な情報を読み取り、根拠を明確にして自分の考えを書

くことが難しい。 

・問題３三：図鑑の説明を読むことで、よく分かるようになった物語の部分と、その部

分についてどのようなことが分かったのかを書く 

 

 

 

 

 

■中学校国語全体の傾向から見られる課題 

①相手に伝わるように、根拠を明確にして書くことに課題がある。 

②漢字を正しく書くことや、歴史的仮名遣いを現代仮名遣いに直すことなど、

知識を問う問題を苦手としている。 

③資料から必要な情報を選択することが難しい。 

 

■小学校算数全体の傾向から見られる課題 

  ①小数の性質を正しく理解し、計算することを苦手としている。 

②図形の性質を利用して、作図したり面積を求めたりすることに課題がある。 

③問題で問われている内容を理解し、理由を言葉や式を用いて記述すること

が難しい。 
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＜中学校 数学 A＞ 

○分数と小数の乗法の計算に課題がある。 

・問題１（１）：２／５×０．６を計算する 

○整式の加法と減法の計算に課題がある。 

・問題２（２）：（２ｘ＋５ｙ）＋３（ｘ－２ｙ）を計算する 

○具体的な場面で数量の関係を表す式を、等式の性質を用いて、目的に応じて

変形することに課題がある。 

・問題２（４）：等式Ｓ＝ａｈをｈについて解く 

○一元一次方程式を解くことを苦手としている。 

・問題３（１）：一元一次方程式 x＋１２＝－２x を解く 

○具体的な場面における数量の関係を捉え、比例式をつくることに課題がある。 

・問題３（３）：縦と横の長さの比が ５：８ の長方形の看板について、縦の長さが４

５cmのときの横の長さ x cmを決めるための比例式をつくる 

○２つの等号で結ばれている方程式が表す関係を読み取り、２つの二元一次方

程式で表すことに課題がある。 

・問題３（４）：方程式 ２x＋y＝x－y＝３ から、 x と y の値を求めるための連立方

程式を完成させる 

○対称移動した図形をかくことに課題がある。 

・問題４（２）：△ＡＢＣを、直線 ℓを軸として対称移動した図形をかく 

○空間における直線と直線との位置関係(辺と辺とがねじれの位置にあること)

の理解に課題がある。 

・問題５（１）：三角柱において、与えられた辺とねじれの位置にある辺を書く 

○四角形をその面と垂直な方向に平行に動かすと、四角柱が構成されることを

理解することが難しい。 

・問題５（２）：四角形をその面に垂直な方向に一定の距離だけ平行に動かしてできる

立体の名称を書く 

○比例の式について、x の値の増加に伴う y の増加量を求めることが難しい。 

・問題９（２）：比例 y＝２x について、x の値が１から４まで増加したときの y の増

加量を求める 

○一次関数のグラフの特徴について、表と関連付けて理解することを苦手とし

ている。 

・問題１０（１）：一次関数の表からグラフを選ぶ 

○一次関数 y＝ax＋b について、変化の割合が一定で a の値に等しいことを理

解するのが難しい。 

・問題１０（２）：一次関数の式から変化の割合を求める 

○一次関数のグラフから、x の変域に対応する y の変域を求めることが難しい。 

・問題１０（３）：一次関数の式から変化の割合を求める 

○具体的な事象における一次関数の関係を式に表すことが難しい。 

・問題１１：一次関数の事象を式で表す 

○「同様に確からしい」ことの意味や、前の試行が次の試行に影響しないこと
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を理解することに課題がある。 

・問題１３（１）：１枚の硬貨を投げたときの確率について、正しい記述を選ぶ 

 

＜中学校 数学 B＞ 

○適切な事柄を判断し、その事柄が成り立つ理由を数学的な表現を用いて説明

することを苦手とする。 

・問題１（３）：１試合の時間を１０分とることができるかについて正しい記述を選び、

その理由を式を基に説明する 

○条件を基に、表から数量の変化や対応の特徴を捉え、x の値に対応する y の

値を求めることを苦手としている。 

・問題２（１）：一次関数の表から x＝４のときの y の値を求める 

○事象を数学的に解釈し、問題解決の方法を数学的に説明することが難しい。 

・問題３（３）：Ａ車とＢ車について、式やグラフを用いて、２つの総費用が等しくな

る使用年数を求める方法を説明する 

○筋道を立てて考え、証明することに課題がある。 

・問題４（１）：２つの辺の長さが等しい事を、三角形の合同を利用して証明する 

○資料の傾向を的確に捉え、判断の理由を数学的な表現を用いて説明すること

を苦手としている。 

・問題５（１）：２４．５cm の靴を最も多く買うという考えが適切ではない理由を、グ

ラフの特徴を基に説明する 

○問題場面における考察の対象を明確に捉えることが難しい。 

・問題６（１）：最初に決めた数が５のとき、手順通りに求めた数を書く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中学校で、昨年度と比較し改善が見られた領域 

 （県平均正答率との差において、昨年より改善が見られた領域） 

 国語 A 「話すこと・聞くこと」「読むこと」「伝統的な言語文化と国語の特質

に関する事項」 

 国語 B 「読むこと」 

 数学 A 「数と式」「図形」「関数」 

 数学 B 「数と式」「図形」 

 

■中学校数学全体の傾向から見られる課題 

①等式を変形したり、分数や小数を正しく計算したりすることが難しい。 

②作図や位置関係など、図形の性質の理解を苦手としている。 

③一次関数の問題全般に課題がある。 

④理由や、問題解決の方法を、数学的な表現を用いて説明することを苦手と

している。 
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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＞ 

○昼休みや放課後、学校が休みの日に、本を読んだり借りたりするために、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。 

○普段（月～金曜日）午後１０時より前に寝る児童が多い。 

 

＜弱み＞ 

○友達の話や意見を最後まで聞くことができるかどうかを問う項目で、肯定的に

答えている児童が少ない。 

○学校の授業時間以外に、普段（月曜日～金曜日）、全く読書をしないと答えて

いる児童が多い。 

○家で、自分で計画を立てて勉強をしている児童が少ない。 

○家で学校の復習をしている児童が少ない。 

○家で、予習・復習やテスト勉強などの自学自習において、教科書を使いながら

学習している児童が少ない。 

○「総合的な学習の時間」の勉強が好きと答えた児童が少ない。 

○国語の授業で意見などを発表するとき、うまく伝わるように話の組み立てを工

夫した児童が少ない。 

○学級やグループの中で自分たちで課題を立てて、その解決に向けて情報を集め、

話し合いながら整理して、発表するなどの学習活動に取り組んだ児童が少ない。 

○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た児童が少ない。 

○国語の授業で目的に応じて資料を読み、自分の考えを話したり、書いたりした

児童が少ない。 

○国語の授業で自分の考えを書くとき、考えの理由が分かるように気を付けて書

いている児童が少ない。 

○国語の授業で文章を読むとき、段落や話のまとまりごとに内容を理解しながら

読んだ児童が少ない。 

○国語の問題で、解答を文章で書く問題を、最後まで書こうと努力した児童が少

ない。 

○算数の勉強は好きと答えた児童が少ない。 

○算数の問題で、新しい問題に出合ったとき、それを解いてみたいと答えた児童

が少ない。 
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○算数の問題の解き方が分からないときは、諦めずにいろいろな方法を考える児

童が少ない。 

○算数の授業で学習したことを普段の生活の中で活用できないか考える児童が

少ない。 

○算数の授業で公式やきまりを習うとき、そのわけを理解するようにしている児

童が少ない。 

○今回の算数の問題で、言葉や数、式を使って、わけや求め方などを書く問題を、

全ての問題で最後まで回答を書こうと努力した児童が少ない。 

○国語Ａの回答時間が足らなかった児童が多い。 

 

 ＜改善がみられた項目＞ 

○自分には良いところがあると感じている児童が、昨年に比べ約６ポイント増加

している。 

○友達の前で自分の考えや意見を発表することは得意と答えた児童が、昨年に比

べ約８ポイント増加している。 

○テレビやビデオ、ＤＶＤに費やす時間が２時間以上、３時間以上、４時間以上

の児童は、全て昨年度の市平均よりも少なくなっている。 

○テレビゲームに費やす時間が、３時間以上、４時間以上の児童は、全て昨年度

の市平均よりも少なくなっている。 

○携帯電話やスマートフォンで通話やメール、インターネットに費やす時間が、

２時間以上、３時間以上、４時間以上の児童は、全て昨年度の市平均よりも少

なくなっている。 

○家の人と、学校での出来事について、話をしている児童は昨年度の市平均より

も増加している。 

○地域や社会で起こっている問題や出来事に関心のある児童が昨年と比べ約 17

ポイント増加している。 

○授業の中で目標（めあて・ねらい）が示されていたと認識している児童が増加

している。 

○授業の最後に学習内容を振り返る活動をよく行っていたと認識している児童

が増加している。 

○授業で扱うノートに、学習の目標（めあて・ねらい）とまとめを書いていたと

認識している児童は、昨年と比べ、約８ポイント増加している。 

○授業の中で分からないことがあったら、その場で先生に尋ねると答えた児童が

昨年より多く、そのままにしておくと答えた児童が昨年より少ない。 

○算数の授業で問題を解くとき、もっと簡単に解く方法がないかを考えている児

童が昨年と比べ約１０ポイント増加している。 
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②中学生 

＜強み＞ 

○昼休みや放課後、学校が休みの日に、本を読んだり借りたりするために、学校

図書館や地域の図書館に週に１回以上行く生徒が多い。 

○学級会などの話合いの活動で、自分とは異なる意見や少数意見のよさを生かし

たり、折り合いをつけたりして話し合い、意見をまとめている生徒が多い。 

○地域の行事に参加している生徒が県平均と比較するととても高い。 

○授業で扱うノートに、学習の目標（めあて・ねらい）とまとめを書いている生

徒が多い。 

 

＜弱み＞ 

○毎日、同じくらいの時刻に就寝している生徒が少ない。 

○自分に良いところがあると思っている生徒が少ない。 

○家で、自分で計画を立てて勉強をしている生徒が少ない。 

○家で、学校の授業の予習・復習をしている生徒が少ない。 

○家で、予習・復習やテスト勉強などの自学自習において、教科書を使いながら

学習していると答えた生徒が少ない。 

○学級で協力して何かをやり遂げ、うれしかったことがある生徒が、県平均と比

較すると少ない。 

○「総合的な学習の時間」の授業で学習したことは、普段の生活や社会に出たと

きに役立つと感じている生徒が少ない。 

○「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

■児童質問紙の傾向から見られる成果と課題（小学生） 

 【成果】 

 ①図書館に行く頻度の高い児童が多い。 

②就寝時間が早い児童が多い。 

 ③携帯電話、メール、インターネット、ゲーム、テレビ等のメディアに費

やす時間が減少してきている。 

【課題】 

 ①全く読書をしないと答えている児童が県平均を上回っており、読書量の

少ない児童が多いことが課題である。 

 ②家庭での学習時間が少なく、復習など自ら計画的に取り組む児童が少な

い。 

 ③自分の考えをまとめて書いたり発表したりすることを苦手と感じている

児童が多い。 

 ④文章を最後まで書いたり、算数で新しい問題を解いてみようとしたりす

る学習への意欲に課題がある。 
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たことを発表するなどの学習活動に取り組んでいる生徒が少ない。 

○生徒の間で話し合う活動をよく行った生徒が少ない。 

○学級やグループの中で自分たちで課題を立てて、その解決に向けて情報を集め、

話し合いながら整理して、発表するなどの学習活動に取り組んだ生徒が少ない。 

○４００字詰め原稿用紙２～３枚の感想文や説明文を書くことを難しいと感じ

ている生徒が多い。 

○国語の授業内容がよく分かると答えている生徒が少ない。 

○国語の授業で目的に応じて資料を読み、自分の考えを話したり、書いたりして

いると答えた生徒が少ない。 

○国語の授業で自分の考えを書くとき、考えの理由が分かるように気を付けて書

いている生徒が少ない。 

○国語の授業で文章を読むとき、段落や話のまとまりごとに内容を理解しながら

読んでいる生徒が少ない。 

○今回の国語問題の中で、解答を文章で書く問題を最後まで書こうと努力したと

答えた生徒が少ない。 

○今回の数学問題の中で、解答を言葉や数、式を使って説明する問題を最後まで

書こうと努力したと答えた生徒が少ない。 

 

 

 ＜改善がみられた項目＞ 

○テレビやビデオ、ＤＶＤに費やす時間が１時間以上、２時間以上、３時間以上、

４時間以上の生徒は、全て昨年度の市平均よりも少なくなっている。 

○携帯電話やスマートフォンで、通話、メールやインターネットに費やす時間が

１時間以上、２時間以上、４時間以上の生徒は、昨年度の市平均よりも少なく

なっている。 

○昼休みや放課後、学校が休みの日に、本を読んだり借りたりするために、学校

図書館や地域の図書館に行く回数が昨年と比べ増加している。 

○家で学校の宿題をしたり、復習をしたりしている子が昨年より増加している。 

○地域や社会で起こっている問題や出来事に興味がある子が増加している。 

○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約１０

ポイント増えた。 

○授業で扱うノートに、学習の目標（めあて・ねらい）とまとめを書いていたと

答えた児童が約１０ポイント増加している。 
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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、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

られるものに限って、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＞ 

○学級やグループでの話合いなどの活動で、自分の考えを深めたり、広げたりす

ることができている学校が多い。 

○授業において、自らの考えがうまく伝わるよう、資料や文章、話の組立てなど

を工夫して、発言や発表を行うことができている学校が多い。 

○図書館資料を活用した授業を計画的に行った学校が多い。 

○児童の姿や地域の現状等に関する調査や各種データ等に基づき、教育課程を編

成し、実施し、評価して改善を図る一連のＰＤＣＡサイクルを確立している学

校が多い。 

○指導計画の作成に当たっては、教育内容と、教育活動に必要な人的・物的資源

等を、地域等の外部の資源を含めて活用しながら効果的に組み合わせている学

校が多い。 

○総合的な学習の時間において、課題の設定からまとめ・表現に至る探究の過程

を意識した指導をした学校が多い。 

■生徒質問紙の傾向から見られる成果と課題（中学生） 

 【成果】 

①学校図書館や地域の図書館に週に１回以上行く生徒が多い。 

②学級会などの話し合い活動をよりよく進めようとしている生徒が多い。 

③地域の行事に参加している生徒が多い。 

④授業で扱うノートに、学習の目標（めあて・ねらい）とまとめを書いて学

習している生徒が多い。 

【課題】 

①予習・復習など、家庭で計画的に学習している生徒が少ない。 

②長文で感想や説明文を書くことを苦手としている生徒が多い。 

③国語の授業内容を理解している生徒が少なく、自分の考えを理由付けて話

したり、文章で書いたりすることに苦手感を持っている生徒が多い。 

④「総合的な学習の時間」などで主体的な課題追求の学習に取り組んでいる

生徒が少なく、「総合的な学習の時間」の活動に有効感を感じている生徒が

少ない。 

⑤仲間と協力して何かをやり遂げた達成感や喜びを味わった経験が少ない。 

⑥自分に良いところがあると思っている生徒が少ない。 
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○本やインターネットなどを使った資料の調べ方が身に付くように指導した学校

が多い。 

○資料を使って発表ができるよう指導した学校が多い。 

○将来就きたい仕事や夢について考えさせる指導をした学校が多い。 

○教科や総合的な学習の時間、あるいは朝や帰りの会などにおいて、地域や社会

で起こっている問題や出来事を学習の題材として取り扱った学校が多い。 

○国語や算数において、一人一人の学びの多様性に応じて、学習の過程における

形成的な評価を行い、児童の資質・能力がどのように伸びているかを、児童自

身が把握できるような評価を行った学校が多い。 

○コンピュータ等の情報通信技術、電子黒板、実物投影機、プロジェクター、イ

ンターネットなどを活用して、子供同士が教え合い学び合うなどの学習や課題

発見・解決型の学習指導を行った学校が多い。 

○国語や算数の授業において、コンピュータ等の情報通信技術（電子黒板、実物

投影機、プロジェクター、インターネットなどを指す）を活用した授業を行っ

た学校が多い。 

○算数の授業において、前年度に、習熟の早いグループに対して少人数による指

導を行い、発展的な内容を扱った学校が多い。 

○国語の指導として、補充的な学習の指導を行った学校が多い。 

○国語の指導として、発展的な学習の指導を行った学校が多い。 

○国語の指導として、前年度までに、様々な文章を読む習慣を付ける授業を行っ

た学校が多い。 

○算数の指導として、前年度までに、発展的な学習の指導を行った学校が多い。 

○ボランティア等による授業サポート（補助）を行った学校が多い。 

○博物館や科学館、図書館を利用した授業を行った学校が多い。 

○自然の中での集団宿泊活動を行った学校が多い。 

○学校支援地域本部などの学校支援ボランティアの仕組みにより、保護者や地域

の人が学校における教育活動や様々な活動に参加している学校が多い。 

○家庭学習の取組として、調べたり文章を書いたりしてくる宿題を与えた学校が

多い。 

○都道府県や市町村の指導主事や大学教員等の専門家が、校内研修の指導のため

に定期的に来校している学校が多い。 

○個々の教員が、自らの専門性を高めていこうとする教科・領域等を決めており、

校外の教員同士の授業研究の場に定期的・継続的に参加した学校が多い。 

○児童自ら学級やグループで課題を設定し、その解決に向けて話し合い、まとめ、

表現するなどの学習活動を学ぶ校内研修を行った学校が多い。 

＜弱み＞ 

○算数の授業において、ティームティーチングによる指導を行った学校が少ない。 

○近隣等の中学校と、教育目標を共有する取組を行った学校が少ない。 

○近隣等の中学校と、授業研究を行うなど、合同して研修を行った学校が少ない。 

○近隣等の中学校と、意見を交換し合うなど、教員同士の交流を行った学校が少
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ない。 

○近隣等の中学校と、教科の教育課程の接続や、教科に関する共通の目標設定な

ど、教育課程に関する共通の取組を行った学校が少ない。 

○平成２７年度の全国学力・学習状況調査の分析結果について、近隣等の中学校

と成果や課題を共有した学校が少ない。 

○学校でテーマを決め、講師を招聘するなどの校内研修を行っている学校が少な

い。 

○授業研究を伴う校内研修を前年度に５回以上実施した学校が少ない。 

 

 ＜改善がみられた項目＞ 

○授業の中で、目標（めあて、ねらい）を示す活動を計画的に取り入れた学校の

割合が増えた。 

○授業の最後に学習したことを振り返る活動を計画的に取り入れた学校の割合が

増えた。 

○授業で扱うノートに、学習の目標（めあて・ねらい）とまとめを書くように指

導した学校の割合が増えた。 

○学級やグループで話し合う活動を取り入れた学校の割合が増えた。 

○将来就きたい仕事や夢について考えさせる指導をした学校の割合が増えた。 

○ボランティア等による授業サポート（補助）を行った学校の割合が増えた。 

 

 

 ＜その他＞ 

○ 経験年数５年未満の教職員が多い。 

○ 経験年数２０年以上の教職員が少ない。 

○ 算数の授業で、教科担任制を実施した学校がない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■学校質問紙全体の傾向から見られる成果と課題（小学校） 

【成果】 

  ①図書館資料を活用した授業を計画的に行うなど、図書館を活用した授業を行

うことができた。 

  ②学級やグループでの話合いなどの活動で、自分の考えを深めたり、広げたり

することができた。 

  ③コンピュータ等の情報通信技術を授業に活用することができた。 

  ④算数の授業で、習熟の早いグループに対して少人数による指導を行い、発展

的な内容を扱った学校が多い。 

【課題】 

①テーマを決め講師を招聘するなど、校内研修の更なる充実を図る必要があ

る。 

②研修内容や、授業研究の交流など、小中学校の教員間の連携が少ない。 
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②中学校 

＜強み＞ 

○生徒が学級やグループでの話合いなどの活動で、自分の考えを相手にしっかり

と伝えることができている学校が多い。 

○図書館資料を活用した授業を計画的に行った学校が多い。 

○放課後や土曜日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。 

○総合的な学習の時間において、課題の設定からまとめ・表現に至る探究の過程

を意識した指導をした学校が多い。 

○生徒自ら学級やグループで課題を設定し、その解決に向けて話し合い、まとめ、

表現するなどの学習活動を取り入れた学校が多い。 

○国語や数学において、一人一人の学びの多様性に応じて、学習の過程における

形成的な評価を行い、生徒の資質・能力がどのように伸びているかを、生徒自

身が把握できるような評価を行った学校が多い。 

○コンピュータ等の情報通信技術を活用して、子ども同士が教え合い学び合うな

どの学習や課題発見・解決型の学習指導を行った学校が多い。 

○国語や数学の授業において、コンピュータ等の情報通信技術を活用した授業を

行った学校が多い。 

○数学の授業において、前年度に、習熟の遅いグループに対して少人数による指

導を行い、習得できるようにした学校が多い。 

○数学の授業において、前年度に、習熟の早いグループに対して少人数による指

導を行い、発展的な内容を扱った学校が多い。 

○数学の指導として、前年度までに、実生活における事象との関連を図った授業

を行った学校が多い。 

○昨年度の全国学力・学習状況調査の分析結果について、近隣等の小学校と成果

や課題を共有した学校が多い。 

○学校支援地域本部などの学校支援ボランティアの仕組みにより、保護者や地域

の人が学校における教育活動や様々な活動に参加する学校が多い。 

○家庭学習の取組として、調べたり文章を書いたりしてくる宿題を与えた学校が

多い。（国語／数学共通） 

○生徒自ら学級やグループで課題を設定し、その解決に向けて話し合い、まとめ、

表現するなどの学習活動を学ぶ校内研修を行った学校が多い。 

○コンピュータ等の情報通信技術を活用して、子供同士が教え合い学び合うなど

の学習（協働学習）や課題発見・解決型の学習指導を学ぶ校内研修を行ってい

る学校が多い。 

 

＜弱み＞ 

○生徒が授業において、自らの考えがうまく伝わるよう、資料や文章、話の組立

てなどを工夫して、発言や発表を行うことができた学校が少ない。 

○生徒が、学級やグループでの話合いなどの活動で、自分の考えを深めたり、広

げたりすることができた学校が少ない。 
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○生徒が、自らが設定する課題や教員から設定される課題を理解して授業に取り

組むことができている学校が少ない。 

○数学の指導として、前年度までに、計算問題などの反復練習をする授業を行っ

た学校が少ない。 

○近隣等の小学校と、教育目標を共有する取組を行った学校が少ない。 

○授業研究を伴う校内研修を前年度に５回以上実施した学校が少ない。 

 

 

 ＜改善がみられた項目＞ 

○授業の中で目標（めあて・ねらい）を示す活動を計画的に取り入れた学校が増

えた。 

○授業の最後に学習したことを振り返る活動を計画的に取り入れた学校が増えた。 

○授業で扱うノートに、学習の目標（めあて・ねらい）とまとめを書くように指

導した学校が増えた。 

○数学の授業に、少人数による指導を取り入れ、習得できるようにした学校が増

えた。 

○学校全体の学力傾向や課題について、全教職員の間で共有している学校が増え

た。 

 

 

 

 ＜その他＞ 

○ 経験年数５年未満の教職員が多い。 

○ 経験年数２０年以上の教職員が少ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■学校質問紙全体の傾向から見られる成果と課題（中学校） 

 【成果】 

① 図書館資料を活用した授業を計画的に行った学校が多い。 

② 国語や数学の授業において、コンピュータ等の情報通信技術を活用した授

業を行った学校が多い。 

③ 放課後や土曜日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。 

 【課題】 

① 生徒が授業で、話の組み立て方などを工夫して、発表することが難しい。 

② 生徒がグループでの話合いにより、自分の考えを深めたり広げたりするこ

とを苦手としている。 

③ 近隣等の小学校と、教育目標を共有する取組を行った学校が少ない。 
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３．課題解決に向けた取組 

 

  今回の全国学力・学習状況調査の結果全般から、特に課題として以下の点が挙げら

れます。 

 

  小学校国語では、漢字の書き取りや、自分の考えを書くことなど、記述することに

課題がありました。知識の定着のため学校や家庭で漢字の反復学習をしたり、考えを

書く機会をとったりすることが有効であると考えます。学習課題に対する自分の考え

をノートに書くことや学習の感想を書くなどの方法が挙げられます。 

小学校算数では、小数の計算や図形問題、理由を記述する問題などに課題がありま

した。計算方法や図形の作図などについては、定着のために繰り返し学び直しをする

ことが有効であると考えます。国語同様、問われた課題に対する自分の考えを、言葉

や式を使ってノートに記述する練習も欠かせません。 

  中学校国語では、小学校同様、漢字の書き取りや、相手に伝わるように自分の考え

を書くことなど、目的に応じて文章で記述する力に課題があります。学校や家庭にお

ける漢字の反復学習に加え、授業等で自分の考えを書く機会を持つことが必要である

と考えます。また、資料から必要な情報を選択することを苦手としているため、生徒

自身が目的に応じて必要な情報を学校図書館やインターネット等で収集・選択し、学

習課題を解決する機会を増やすとともに、文章を要約する練習や、キーワードを確認

し、その文章には何が書かれていたのかを端的に表現する練習などを取り入れること

が有効です。 

中学校数学では、分数や小数の計算、等式変形など計算問題に課題があります。学

校質問紙調査において、計算問題などの反復練習を前年度までに行ったと答えた学校

が比較的少なかったこともあり、定着のためには時間をおいて反復練習することも必

要であると考えます。作図や位置関係など図形の性質の理解を苦手とする生徒も多い

ため、操作活動を取り入れたり、教師により具体物を提示したりするなど、体験から

図形感覚を体得させることも有効です。また、理由や問題解決の方法を、数学的な表

現を用いて説明することを苦手としているため、小学校同様、まずは自分の考えをノ

ートに書くところから始めていくと子どもたちも書くことへの抵抗感が和らぐと考

えます。 

  また、小学校、中学校ともに、考えを記述する機会をより多く持ち、上手に表現さ

れているノートを紹介するなど、評価も同時に行うことで、子どもが目指すべき内容

を示していくと効果が高まると考えます。 

更に、読むことへの取り組みも併せて進めていく必要があります。国語、算数、数

学のどの教科においても、活用力を調査する問題は、問題文が長文で、問われた内容

を正確に読みとることが問題を解くための前提となります。無回答率を見ると、その

時点であきらめてしまう児童生徒もいると考えられます。そこで、全ての教科の基盤

として、文章を正しく読み取る力を培うことが重要です。小学校低学年で生じた読解

力の差は、その後さらに広がる傾向があるため、年齢が低い時からの積み上げが有効

であると考えます。絵本も含め、多くの本や文章との出会いをさらに推し進め、まず
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は最後まで根気強く読むこと、そして繰り返し文章を読むことにより、記述された内

容を正確に理解する力を年齢が低いうちから身に付くように取り組んでまいります。 

 

  児童生徒質問紙調査と、学校質問紙調査を比較すると、子どもと教師の意識に差が

見られることがあります。 

例えば、小学校の学校質問紙調査で「授業において、自らの考えがうまく伝わるよ

う、資料や文章、話の組立てなどを工夫して、発言や発表を行うことができている」

と答えた学校が県平均と比較して多いのに対し、児童質問紙調査では、「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た」と答えた児童の数が県平均よりも少ないという結果が見られ

るため、工夫して発表する機会をより多くの子どもに体感させる必要があると考えま

す。 

また、中学校の学校質問紙調査では、「生徒自ら学級やグループで課題を設定し、

その解決に向けて話し合い、まとめ、表現するなどの学習活動を学ぶ校内研修を行っ

た」と答えた学校が県平均と比較して多いのに対し、生徒質問紙調査で「学級やグル

ープの中で自分たちで課題を立てて、その解決に向けて情報を集め、話し合いながら

整理して、発表するなどの学習活動に取り組んだ」と答えた生徒が県平均と比較して

少ないため、校内研修の内容を授業に適用していくことが今後の課題と言えます。 

  児童質問紙調査、生徒質問紙調査の結果から、共通して浮き彫りになった課題とし

て、家庭での学習時間が少なく、予習・復習など計画的に学習に取り組んでいる子が

少ないことが挙げられます。子どもの学力を高めていくために、学校での取り組みと

ともに、家庭学習の充実を図ることが必要です。学校で課された宿題を家庭でこなし

ていくことに加え、自主学習ノートやプリント教材などにより、自分の苦手とすると

ころや必要と感じるところを重点的に学習するような家庭学習が有効です。現在、各

小中学校で、家庭学習の手引き等の資料により、家庭学習の仕方や必要性についても

説明がなされているところでございますが、子どもが自分で学習する方法を身に付け、

進んで机に向かう習慣を作ることは、生涯を通した学びの姿勢の基礎を培うという意

味においても、大変意義のあることと考えています。ぜひご家庭でのご理解ご協力を

賜りますようお願いいたします。 

  学校におきましても、例えば、習熟度別の授業を取り入れたり、放課後等の補充学

習を行うなど、個々の学力差に応じた指導を進めているところでございます。学校・

地域・家庭とが互いに協力し合い、今後もさらなる学力向上を目指していきたいと考

えています。 

 

現在、各学校では、「亀山市学力向上推進計画」の趣旨・内容を踏まえた、自校の

児童生徒の状況に基づく「学力向上推進計画」により、実践、評価・改善に努めてい

ます。また、亀山市教育委員会では、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、取組を推進しています。ただし、この

「亀山市学力向上推進計画」についても、現在の子どもの実態に合わせて見直すこと

も含めて検討し更に効果が上がるよう努めます。 
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しかしながら、今回の全国学力・学習状況調査により測定できるのは学力の特定の

一部分であり、学校の教育活動の一側面をとらえたものです。このことを十分考慮し、

結果に一喜一憂することなく、子ども達と向き合い、一人ひとりが健やかに成長でき

るよう、支援を続けてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

資料 各教科における調査の領域・分野等別正答率（％）の状況 

 

① 小学校                  ②中学校 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


