
【   中 津 市    】 

 

１ 調査結果の分析 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

２ 具体的な改善方策 

 

 

 

２ 具体的な改善方策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度 全国学力・学習状況調査結果（小学校：国語） 

○平均正答率は、全国を２．４ポイント（昨年度は 4 ポイント）上回っている。 

○漢字の読みは、全国の傾向と同じく９０％以上の正答率である。漢字の書きについては、正答率が

７０％を下回っている。 

○「書くこと（書く能力）」については正答率が８０％を超えている。 

●「話す・聞くこと（話す・聞く能力）」については、正答率が６０％を下回っている。 

●「引用」について課題が見られる。（正答率約２０％） 

■課題となる問題 

問題番号 平均正答率（％） 設問の概要 出題の趣旨 

中津市 大分県 全国 

５一 

 

 

５二 

５７．０ 

 

 

２０．２ 

６０．２ 

 

 

１７．７ 

５９．５ 

 

 

１９．８ 

・コラムの中で筆者の読

書体験が書いてあるま

とまりを選択する。 

・コラムに中で筆者が引

用している言葉を書き

抜く。 

・新聞のコラムを読んで、

目的に応じて要旨を捉え

たり、引用の必要性や効

果を捉えたりすることが

できるかをみる。 

 

７ ７２．７ ７４．４ ７３．９ ・応募のきまりを守って

いないものを選択する。 

・作品募集の案内の中か

ら、必要な情報卯を読み

取ることができるかをみ

る。 

小学校：国語Ａ 

小学校：国語Ａ 

■教科書だけでなく、新聞も効果的に教材化して扱う実践を行う。その際、中津市では学校司書の活用を

重視する。 

■「話すこと･聞くこと」領域については、特別活動等とクロスした単元づくりを強化する。 

■「漢字を書く」力を高めるために、授業と実生活や実社会とのつながりを意識しやすい教材を開発する。 

 

 ＊学力向上支援教員による、「ワンポイント授業サポート」 

 ＊教科部会を活用した教材づくり 

 ＊学校司書を活用した NIE の推進 
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平成２７年度 全国学力・学習状況調査結果（小学校：国語） 

●平均正答率は、全国を１．６ポイント下回っている。（昨年度は、１．８ポイント上回っていた。） 

●自分の考えや理由を書く設問では無回答率が高い。（１０％程度） 

●目的や意図に応じて、読んだり書いたり考えをまとめたりすることに課題が見られる。 

【課題となる問題】 

問題番号 平均正答率（％） 設問の概要 出題の趣旨 

中津市 大分県 全国 

１二 ６７．６ 

 

７１．０ ７０．８ ・見出しの表現の工夫について

の説明として適切なものを選

択する。 

・目的や意図に応じて、

記事に見出しを付ける

ことができるかをみる。 

１三 ３０．８ ３４．７ ３４．７ ・「中田とよさんへのインタビ

ューの様子」の内容をまとめて

書く。 

・目的や意図に応じて、

取材した内容を整理し

ながら記事を書くこと

ができるかをみる。 

３一 ５８．７ ６２．４ ６０．４ ・（絵３）の場面が始まるまと

まりとして適切なものを選ぶ。 

・登場人物の行動を基に

して場面の移り変わり

を捉えることができる

かをみる。 

３二 ６３．２ ６９．５ ６６．６ ・声に出して読むときの工夫と

その理由を書く。 

・登場人物の気持ちの変

化を想像しながら音読

できるかをみる。 

 

小学校：国語 B 

小学校：国語 B 

■目的や意図に応じて、情報を収集、整理、再加工する学習活動を仕組む。 

 一問一答による、詳細読みからの脱却を徹底する。 

→『単元を通した課題設定』の必要性について、全員で共通理解を徹底し、学力向上支援教員等のモデル

授業を追実践する。→実施状況のセルフチェック 

 ＊全国 B問題を校内研修等で、全員が解くことを徹底する。 

  

■学校司書との連携を進め、学校図書館資料（新聞を含む）を教材として取り入れることで、魅力的な単

元の課題づくりに役立てる。 
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２ 具体的な改善方策 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度 全国学力・学習状況調査結果（小学校：算数 A） 

○平均正答率は、全国を２．２ポイント上回っている。 

○１６問中１２問で、平均正答率が全国を上回っている。 

○四則計算、角度の読み取り、グラフの応用、式の意味理解について、確かな定着が図られている。 

●文章題の意味理解・時間の計算に課題が見られる。 

●円と三角形の性質の理解に課題が見られる。 

●立体の展開図に課題がある。 

 

●課題となる問題 

問題番号 平均正答率（％） 設問の概要 出題の趣旨 

中津市 大分県 全国 

３ ７４．０ ７３．６ ７４．８ ・定刻までに目的地に着

くように、出発する時

刻を求めるため、時間

の足し算、引き算を行

い、時刻を表す。 

・条件を整理して日常生

活の中で必要となる時

刻を求めることができ

るかどうかを見る。 

５（１） ４８．２ ５１．１ ５０．６ ・円の円周上と中心を頂

点とした三角形が二

等辺三角形になる理

由を答える。 

・示された三角形が二等

辺三角形になる根拠と

なる円の性質を選択す

ることができるかどう

かを見る 

６（１） ８３．９ ８４．６ ８２．０ ・直方体の展開図で不足

している平面の縦と

横の長さを答える。 

・示された見取り図の情

報を基に、展開図に必

要な面の大きさを読み

取ることができるかど

うか見る。 

 

小学校：算数Ａ 

小学校：算数Ａ 

■一単位時間、一単元において、学んだことが定着しているかを確認する場面の具体的な設定を徹底

する。 

■評価規準に照らして児童の学びを教師が把握し、習熟に応じた指導に重点を置く。 

■授業の中に子どもが思考・判断・表現せざるを得ない課題や学習場面を意図的に設けた 1 時間の授

業計画、単元の指導計画を立てる。 

 ＊習熟度別指導推進教員による、「モデル単元プラン」の追実践 

＊習熟度別指導推進教員による、連携校の学校訪問により、習熟に応じた支援の在り方を広める。 

＊市教委による定期的な「研修」及び不定期の「学校訪問」実施により、具体的な改善方法を広め、

徹底する。 
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２ 具体的な改善方策 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度 全国学力・学習状況調査結果（小学校：算数 B） 

○図形の性質理解や作図、四捨五入することについては、確かな定着が図られている。 
●平均正答率は、全国を 1.8 ポイント下回っている。 
●13問中 10 問において、平均正答率が全国を下回っている。 
●情報を整理して必要な既習事項をもとに解決することに課題が見られる。 
●日常の事象を数理的に捉えることに課題が見られる。 
●活用（B）においては、依然として記述する問題に課題が見られる。 
 
●課題となる問題 

問題番号 平均正答率（％） 設問の概要 出題の趣旨 
中津市 大分県 全国 

１（３） ２２．４ ２５．８ ２７．７ 

地図の中に平行四辺形
があることに気づき、記
号を使って、平行四辺形
の特長を答える。 

示された二組の道のりが
等しくなる根拠として、
図形を見い出し、その図
形の性質を言葉と記号を
用いて記述できるかどう
かをみる。 

２（１） ６１．０ ６４．８ ６４．８ 

１個、２個、３個パック
のトマトを組み合わせ
て、７個買う時の最も安
い買い方を答える。 

単位量当たりの大きさを
用いて、目的に応じた買
い物の仕方を選択し、代
金を求めることができる
かどうかをみる。 

３（１） ２８．２ ３１．８ ３２．５ 

巻尺で正三角形を作る
とき、2 人目 3人目はそ
れぞれ何ｍのところを
持てばよいか答える。 

正三角形の性質を基に、
示された周の長さから辺
の長さが等しくなる位置
を求めることができるか
どうかみる。 

４（２） ５８．６ ６０．７ ６２．０ 

多めに数を見積もった
数の和が目標に達して
いないことから、実際数
も目標に達していない
理由を答える。 

切り上げた場合の見積も
りの結果を基に、目標に
達しているかについて判
断できるかどうかをみ
る。 

４（３） １９．３ １９．０ ２２．３ 

多めに数を見積もった
数の和から目標達成の
ための最低条件がわか
ることを言葉と数で説
明する。 

概数を用いた見積もりの
結果とそれに基づく判断
を理解し、3000 個集めれ
ばよい理由を、言葉と数
を用いて記述できるかど
うかをみる。 

小学校：算数 B 

小学校：算数 B 

■課題解決型授業の充実・徹底 
 ・「めあて」「問題」「課題」「まとめ」の整合性を吟味し、「まとめ」を活用して解決する学習課題を取り

入れる。 
 ・各学年において、言葉、数、式、図、表、グラフを用いて考えたり、目的をもって説明したりする活

動を具体化して指導する。 
 ・日常で算数を使う課題解決的な場面を取扱い、明確な評価規準をもとに指導事項を身に付けさせてい

く。 
■習熟の程度に応じた指導の充実。（『なかつ学通信』にて教員の共通化を図る。） 

＊習熟度別指導推進教員による活用力を養う授業のモデルを広めていく。 
＊市教委による定期的な「研修」及び不定期の「学校訪問」実施によって、習熟度に応じたきめ細かな
支援がある授業の在り方を明確にし、実践を広める。 
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２ 具体的な改善方策 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度 全国学力・学習状況調査結果（小学校：理科） 

○平均正答率は、全国を 0.7 ポイント上回っている。 

○24問中 14 問で、平均正答率が全国を上回っている。 

○生き物の成長、顕微鏡の操作、メスシリンダー・スポイト等実験器具の使い方について、確かな定

着が図られている。 

●「水蒸気」と「湯気」など、水の状態変化の正しい理解に課題が見られる。 

●月の位置と時刻、方角の関連をとらえる課題が見られる。 

●定点観察の方法や目的に応じた条件の設定に課題がある。 

 

●課題となる問題 

問題番号 平均正答率（％） 設問の概要 出題の趣旨 

中津市 大分県 全国 

３（１） ７８．０ ８２．２ ８１．９ 

「水蒸気」は目に見えな

い気体であり、白い「湯

気」とは違う理由を選ん

で答える。 

水蒸気は水が気体になっ

たものであることを理解

しているかどうかをみ

る。 

３（６） ２４．７ ２９．６ ２８．９ 

５０℃と５℃で水に溶

ける砂糖の量をグラフ

から読み取り、その差で

析出する量が求められ

る理由を答える。 

析出する砂糖の量につい

て分析するために、グラ

フを基に考察し、その内

容を記述できるかをみ

る。 

４（２） ４９．９ ５６．８ ５６．１ 

午後８時の月の位置と

形から、午後 4時の月の

位置と形を答える。 

月は１日のうち時刻によ

って形は変わらないが、

位置が変わることを理解

しているかどうかをみ

る。 

４（３） ５０．５ ５２．３ ５５．３ 

星座が動く様子がわか

ることを記録するため

に必要な情報を、選んで

答える。 

星座の動きをとらえるた

めの適切な記録方法を身

に付けていたり、星座や

雲の動きについて観察記

録を基に考察して分析で

きたりするかどうかをみ

る。 

 

小学校：理 科 

小学校：理 科 

■実験・観察からわかったことや物質の状態、正しい言葉を用いて説明する学習活動を取り入れる。 

■実験によって物質の状態変化を実際に観察させ、実感を伴った理解をさせる。また、目に見えない

ものにも重さや量があることを、可視化することで捉えさせるようにする。 

■月や星を実際に観察する機会を複数回設定し、自然現象や方角の位置関係などを、実感を伴って理

解させるだけでなく、観察や記録の技能も確実に習得させる機会とする。 
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２ 具体的な改善方策 

 

 

 

 

 

２ 具体的な改善方策 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度 全国学力・学習状況調査結果（中学校：国語） 

○平均正答率は、全国を約１ポイント下回っているものの、昨年度（―２ポイント）より差は縮小している。 

○「読むこと」の領域では、授業改善の成果が現れている。 

●「話すこと・聞くこと」の領域では、依然として課題が見られる。 

【特に課題となる問題】 

問題番号 平均正答率（％） 設問の概要 出題の趣旨 

中津市 大分県 全国 

１二 ５８．７ ６４．３ 

 

６５．０ ・「成否」という言葉を、聞い

て分かりやすい言葉に直す。 

・聞き手を意識し、分かりやす

い語句を選択して話すことが

できるかをみる。 

３一 ５１．７ ５９．５ 

 

５８．３ ・用いられている表現の工夫と

して適切なものを選択する。 

・表現の技法（擬態語）につい

て理解しているかをみる。 

７一 

 

 

７二 

６５．９ 

 

 

６２．８ 

７０．０ 

 

 

６６．４ 

７０．６ 

 

 

６６．４ 

・二つの回答案の構成の違いを

説明したものとして適切なも

のを選択する。 

・要望を適切に捉え、回答案の

冒頭に一文を加える。 

・伝えたい事柄が明確になるよ

うに文章の構成を考えること

ができるかをみる。 

・伝えたい事柄が相手に効果的

に伝わるように書くことがで

きるかをみる。 

８一 

 

 

８二 

８１．６ 

 

 

７０．３ 

８３．７ 

 

 

７３．１ 

８４．６ 

 

 

７６．１ 

・インタビューをする際の質問

の意図として適切なものを選

択する。 

・意図に合った質問として、適

切なものを選択する。 

・必要に応じて質問しながら聞

き取ることができるかをみる。 

中学校：国語Ａ 

中学校：国語Ａ 

■単元を通した課題づくりの工夫を、教科部会等を通して徹底する。 

■「話すこと・聞くこと」の領域における、単元づくりを重視する。 

 ・マニュアルに基づいた話し合い活動から脱却する。 

 ・学校生活の中の実際の話し合いの場（学級討議や生徒会活動に係る話し合いなど）を国語科の授業と 

連動させるなど、国語科と特別活動などとの横断的な単元づくりを工夫する。 

＊学力向上支援教員による、単元開発 

＊国語部会での、単元の共同開発 

＊学校司書との連携により、授業に学校図書館資料（新聞を含む）を取り入れる。 
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１ 調査結果の分析 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

２ 具体的な改善方策 

 

 

 

 

 

 

２ 具体的な改善方策 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度 全国学力・学習状況調査結果（中学校：国語） 

○平均正答率は、全国を約２ポイント下回っている。昨年度（―５ポイント）より差は縮小している。 

○昨年度より下位層が減少している（平成 26 年度・４１．９％→平成 27年度・２３．７％）。 

●文章構成や表現の仕方について根拠を明確にして自分の考えを持つことに依然として課題がある。 

●目的に応じて、様々な情報から必要な情報を取り出したり要約したりすることに依然として課題がある。 

【特に課題となる問題】 

問題番号 平均正答率（％） 設問の概要 出題の趣旨 

中津市 大分県 全国 

１一 ６６．８ 

 

７１．３ ７３．２ ・ノートのその他の情報を役

立てられる場合として適切

なものを選択する。 

・状況に応じて、資料を活用

して話すことができるかをみ

る。 

２一 

 

 

 

２三 

 

 

 

７９．７ 

 

 

 

２１．１ 

８３．４ 

 

 

 

２４．０ 

８２．６ 

 

 

 

２３．０ 

・ウェブページの文章の内容

について述べた文の空欄に

当てはまる言葉として適切

なものを選択する。 

・資料を参考にして 2020 年

の日本の社会を予想し、その

社会にどのように関わって

いきたいのか、自分の考えを

書く。 

・目的に応じて文章を要約で

きるかどうかをみる。 

 

 

・複数の情報から適切な情報

を得て、自分の考えを具体的

に書くことができるかをみ

る。 

３三 ２８．９ ２９．５ ３１．１ ・文章の最後の一文があった

ほうがよいかどうかについ

て、話の展開を取り上げて自

分の考えを書く。 

・文章の展開や構成などを踏

まえ、根拠を明確にして自分

の考えを書くことができるか

をみる。 

 

中学校：国語 B 

中学校：国語 B 

■単元を通した課題解決型の授業作りを徹底する。（・より正確な情報理解 ・より適切な表現） 

・「目的に応じて」や「状況に応じて」とあるが、学習活動の中で、何が「目的」なのか、どういう「状

況」なのかを明らかにする。 

■学校司書を介して、学校図書館活用に積極的に取り組まなければ、課題解決型授業の実現は困難であると

の認識を共有する。 

■下位層への具体的な手立てを開発する。（数学や英語だけでなく、国語も上位層と下位層の差は大きい。） 

  

＊学力向上支援教員による、単元開発 

＊国語部会による、三領域の単元開発 
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１ 調査結果の分析 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 具体的な改善方策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度 全国学力・学習状況調査結果（中学校：数学） 

○平均正答率は、全国を２．６ポイント下回っているものの昨年度よりその差は縮小している。（昨年度－３ポイント） 

●３６問中３１問で県平均を下回っている。 

●図形・立体の性質理解や、性質を利用しての作図に課題がある。 

●「関数」の意味や比例のグラフから値を読み取ることに課題がある。 

●樹系図を書いて場合の数を求めることに課題がある。 

●特に課題となる問題 

問題番号 平均正答率（％） 設問の概要 出題の趣旨 

中津市 大分県 全国 

４（１） ５３．１ ５８．０ ５９．１ 

垂線を引く方法を読み、図形のど
んな性質利用しているかを答え
る。 

垂線の作図が図形の対称性を
基に行われていうことを理解
しているかどうかをみる。 

４（２） ４８．９ ５１．３ ５４．５ 
方眼をもとに、三角形を４ｃｍ平
行移動させる。 

平行移動した図形をかくこと
ができるかどうかを見る。 

５（１） ３４．８ ４５．１ ４７．４ 
辺に対して垂直な面を答える。 空間における直線と平面の垂

直について理解しているかど
うかをみる。 

９ ７６．４ ７９．６ ８１．５ 
文章で書かれた変化する二つの
数量の中から関数であるものを
答える。 

関数の意味を理解しているか
どうかをみる。 

１０（３） ３９．６ ４４．５ ４９．３ 

比例のグラフとｘの変域をもと
に、ｙの変域を答える。 

与えられた比例のグラフから、
ｘの変域に対応するｙの変域
を求めることができるかどう
かをみる。 

１５（１） ６９．８ ７１．３ ７４．８ 
A、B、C から一品ずつ選んで注文
する選び方が何通りあるか答え
る。 

起こりうる場合を順序良く整
理し、場合の数を求めることが
できるかどうかを見る。 

２ 具体的な改善方策 

 

中学校：数学 A 

中学校：数学 A 

■一単位時間、一単元において、学習の見通しを持つ場面と学習の振り返りをする場面の具体的設定を

徹底する。 

■習熟度に応じた生徒のつまずきを具体的にとらえ、全員が授業の中で評価規準を達成できるように個

に応じたきめ細かな指導を行う。 

■垂線や平行移動の作図を実際に書く活動を増やす。立体の具体物をもちいて辺や面の関係性を捉え、表現

する活動の重視 

■「関数」の意味を身近な数量関係から実感を伴って理解させる指導。また、比例や一次関数にのグラフに

係る用語の意味を捉えさせたり、必要な数値を読み取らせたりする活動の重視。 

■身近な素材の中から樹系図や二次元の表などを使って実際に場合の数を求める活動の重視。 

■指導時期によって、指導にかける時間に偏りが出ないように、１年間を通して見通しをもって指導してい

く。 

＊数学部会でのモデル単元プラン、評価問題の作成 

＊習熟度別指導推進教員による、「モデル単元プラン」の追実践 

＊市教委による定期的な「研修」及び不定期の「学校訪問」実施。 

＊部会や校内で実施すると決定したことを徹底する。 
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１ 調査結果の分析 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 具体的な改善方策 

 

 

 

 

 

平成２７年度 全国学力・学習状況調査結果（中学校：数学） 

○平均正答率は、全国を３．３ポイント下回っているものの、昨年度よりその差は約１ポイント縮小している。（昨

年度は４．４ポイント） 

●すべての問題の平均正答率において、全国平均を下回っている。 

●身近な事象を関数の式化する、設計図を数学的な用語を用いて説明するなど、身近なことと、数学で学習したこ

とをつないで考えることに課題がある。 

●証明のために必要な図形の性質を選んだり、証明を説明したりすることに課題がある。 

●「グラフから言えること」を的確にとらえ、判断の理由を数学的な表現を用いて表現することに課題がある。 

●円錐の側面と底面の関係を正確にとらえることに課題がある。 

●特に課題となる問題 

問題番号 平均正答率（％） 設問の概要 出題の趣旨 

中津市 大分県 全国 

１（１） ２４．０ ２９．１ ２９．３ 

プロジェクターの投影距離と投影

画面を関数の式で表す。 

与えられた情報から必要な情報を選

択し、的確に処理することができる

かどうかをみる。 

３（１） ３８．５ ４０．４ ４２．６ 

飛び出すカードの設計図を条件を

満たすように書く。 

平面図形と空間図形を関連付けて事

象を考察し、その特徴を的確にとら

えることができるかどうかをみる。 

３（２） １６．７ １８．８ ２１．２ 

平行四辺形になるための条件を使

って、４目の頂点をどこに書けば

いいか説明する。 

事象を図形に着目して考察した結果

を基に、図形の性質を用いて数学的

に説明することができるかどうかを

みる 

４（１） ３７．４ ３７．４ ４２．５ 
三角形が行動であることから新た

に言えることを答える。 

証明を振り返り、新たな性質を見い

出すことができるかどうかみる。 

４（２） ４５．１ ４３．４ ４９．６ 

平行四辺形の性質や三角形の合同

条件を使って、証明する。 

発展的に考え、条件を変えた場合に

ついて証明することができるかどう

かみる。 

５（２） １８．６ ２１．１ ２３．３ 

棒グラフから言えることを、問題

の条件に合うように説明する。 

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

ことができるかどうかみる。 

６（２） ２５．５ ２８．０ ３０．８ 

円錐の底面の半径や関数の式をも

とに、側面のおうぎ形の中心核を

求める。 

与えられた表や式を用いて、問題を

解決する方法を数学的に証明するこ

とができるかどうかをみる。 

中学校：数学 B 

中学校：数学 B 

■一単位時間、一単元において、学習の見通しを持つ場面と学習の振り返りをする場面の具体的な設

定を徹底する。 

■生徒のつまずきを具体的にとらえ、個の習熟度に応じた指導に重点を置く。 

■身近な事象におこる問題を、数学の既習事項を用いて解決するような学習課題をもちこむ。 

■既習事項を用いて解決しながら、既習事項を復習したり徹底することも行う。 

■課題解決のための方法を、数学的な用語を正しく用いて説明し合う場面を意図的につくる。 

■設計図や展開図を各必要性を感じさせながらかくような学習活動をしくみ、その中で図形や立体の数

理を見い出させていく。 

＊各校・部会での取り組みを徹底し、活用力を育成する授業実践を増やしていく。 

＊数学部会でのモデル単元プラン、評価問題の作成 

＊習熟度別指導推進教員による、「モデル単元プラン」の追実践（『なかつ学通信』による教員の共通化） 

＊市教委・県教委による「研修」及び「学校訪問・授業参観」 
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１ 調査結果の分析 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 具体的な改善方策 

平成２７年度 全国学力・学習状況調査結果（中学校：理科） 

○二酸化炭素の性質、天気の記号等の基本的な名称の理解において確かな定着が見られる。 

●平均正答率は、全国を 0.9 ポイント下回っており、昨年度（＋３．４ポイント）からは約４ポイン

ト下がっている。 

●化学式を正確に答えたり、物質の濃度の意味を理解し算出したりすることに課題がみられる。 

●質量の変化から化学変化があることを捉え、説明することに課題がみられる。 

●実験結果をもとに、課題に対して適切な考察を述べることに課題がみられる。 

 

●課題となる問題 

問題番号 平均正答率（％） 設問の概要 出題の趣旨 

中津市 大分県 全国 

１（１） 
 化学式 

７５．５ ７９．４ ７９．９ 

塩化ナトリウムの化学式を
答える。 

塩化ナトリウムを化学式で表
すことができるかどうかをみ
る。 

１（１）  
濃度 

３９．６ ４４．９ ４５．０ 

濃度 5％の水溶液を作るた
めの塩化ナトリウムと水の
質量を答える。 

特定の質量％濃度の水溶液の
溶質と水のそれぞれの質量を
求めることができるかどうか
をみる。 

１（６） ５４．６ ５７．０ ５７．７ 

混合物と純物質の温度と質
量変化のグラフから言える
ことを答える。 

熱による分解の知識を活用し
て他者の考えを改善し、混合
物を加熱したときの化学変化
を説明することができるどう
かをみる。 

６（２） ２５．８ ２８．０ ２９．９ 

空気の部分の長さと音の高
さとの関係の仮説を答え
る。 

実験で確かめる課題のもと、
条件が「空気の部分の長さ」
か「水の部分の長さ」か確か
める実験を計画することがで
きるかどうかをみる。 

７（２） ７１．７ ７４．６ ７６．４ 

検証実験をもとにキウイフ
ルーツのはたらきを答え
る。 

実験の結果を分析し、キウイ
フルーツは寒天を分解しない
と指摘することができるかど
うかみる。 

８（３） ４２．８ ４３．４ ４７．４ 

フナ、ナマズ、ハゼのえら
ぶたの開閉回数の実験結果
から、適切な考察を答える。 

実験の結果を比較し、他者の
考察を検討比較し、課題に正
対した考察）を記述すること
ができるかどうかみる。 

 

２ 具体的な改善方 

中学校：理科 

中学校：理科 

■化学式や記号の成り立ちや意味を教えるだけでなく自分で調べる学習活動を仕組む。 

■濃度の計算や理解は、数学と関連させて指導する。 

■「何を検証するための実験なのか」という実験課題をしっかりともたせて実験を行わせる。また、

時には、実験課題からどんな実験が必要か、どのような条件が必要かを考えて実験を行わせる。 

■実験から得られる結果と条件を比べて、考察を述べたり、なぜそのような考察がいえるかを説明

し合う学習活動を仕組む。 

＊市教委による定期的な「研修」及び不定期の「学校訪問」実施 

 ＊単元・１時間を通して子どもが追求したくなる課題設定、授業展開を意識する。 



 
 
 
 
 
１調査結果の概要(小６・中３に対する児童生徒アンケート結果) 
 

調査項目（％） 
小学校第６学年 中学校第 3 学年 

中津市 県との
差 

全国と
の差 中津市 県との

差 
全国と
の差 

平日に読書をしている児童生徒の割合 78.8 1.7 ▲1.3 61.3 2.8 ▲4.7 

学校図書館（図書室）や 
地域の図書館の利用（％） 

週に１回以上 18.8 ▲7.5 1.2 10.0 ▲1.2 1.8 
月に１回以上（週
に１回以上の者は含
まない） 

52.8 8.2 1.3 37.0 0.3 2.5 

テレビ視聴時間（３時間以上） 平日 41.0 1.6 4.9 36.2 8.5 5.7 
ゲーム時間（２時間~３時間未満） 平日 52.8 2.9 2.0 38.0 7.1 1.8 
学習時間小：１時間以上、中：２時間
以上※休日は小２時間、中３時間以上(を基
準としてみたとき） 

平日 63.7 ▲3.4 1.0 34.1 ▲10.5 1.6 

休日 59.4 ▲4.9 ▲0.2 18.3 ▲10.0 0.6 

 

全国平均に比べて特徴的な項目（％） 
小学校第 6 学年 中学校第 3 学年 

市 県と
の差 

国と
の差 市 県と

の差 
国と
の差 

（１）生活・学習習慣 
毎日，同じくらいの時刻に寝ていますか 74.1 ▲4.2 ▲5.4 77.9 5,5 2.7 

家で、自分で計画を立てて勉強をしていますか 59.4 ▲4.4 ▲3.4 57,5 7.2 8,7 

家で、学校の復習をしていますか 57.7 5.7 3.2 60.9 2.0  7.1 

家で、学校の予習をしていますか 39.9 2.2 ▲3.5 28.1 1.9 ▲7.2 
学習塾（家庭教師を含む）で勉強をしていますか(塾利用していない

割合) 60.7 1.6 4.9 46.4 3,5 7.4 

（２）授業の様子 
①児童・生徒の間で話し合う活動をよく行っていたと思いま

すか 87.7  3.0  2.5  86.0  5.0  7.8 

②昨年度までに受けた授業では、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でい

たと思いますか 

72.1  ▲0.4 ▲2.1 72.0  6.1  6.7 

③昨年度に受けた授業のはじめに、目標（めあて・ねらい）
が示されていたと思いますか 90.3  0.5  3.2  91.1 10.0  11.4 

④昨年度までに受けた授業の最後に、学習内容を振り返る活
動をよく行っていとと思いますか 78.4  1.9  3.1  69.7 4.8 10.4 

⑤昨年度までに受けた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 90.3  0.5  3.2  86.7 0.2 13 

平成２７年度 全国学力・学習状況調査結果（質問紙） 

【  中 津 市 】 



授業の中で分からないことがあったら、どうすることが多い
ですか（友達に尋ねる） 39.3  8.6  8.5  43.3 6.3 7,4 

「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
んでいますか 

54.0 ▲1.9 ▲11.8 44.4 ▲3.4 ▲13.6 

学級の友達と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 61.8 ▲3.1 ▲5.1 65.6 3.4 2.7 

⑥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，書いたりしていますか 58.1 ▲6.0 ▲7.1 63.3 7.0 1.0 

⑦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ていますか 55.7 ▲2.8 ▲5.5 55.4 5.4 1.4 

算数・数学の授業で学習したことは、将来、社会に出たとき
に役に立つと思いますか 92.6  2.7  2.3  78.6 4.2 6.1 

理科の勉強は大切だと思いますか 88.8  1.7  1.9  76.7 5.7 7,4 

理科の授業では、理科室で観察や実験をどのくらい行いまし
たか（週１回以上） 89.0  0.4  ▲1.0 33 2.5 ▲6.2 

理科の授業、観察や実験の結果をもとに考察していますか 80.2  0.7  ▲0.2 62.2 2.3 ▲5.0 

（３）保護者 

家の人は、授業参観や運動会などの学校の行事に来ますか 97.2  0.9  0.6  45.0  ▲13.8 ▲5.0 

（４）地域・社会への関心 

地域や社会で起こっている問題や出来事に関心がありますか 55.6 ▲6.5 ▲8.3 54.6 ▲4.5 ▲1.3 

新聞を読んでいますか 16.3 ▲3.8 ▲7.4 15.4 ▲2.1 ▲3.4 
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ます
か（携帯電話やスマートフォンを使ってインターネットのニ
ュースを見る場合も含む） 

77.7 5.2 ▲6.6 82.6 ▲1.5 ▲1.3 

調査問題の解答時間は十分でしたか（国語Ｂ） 61.4 ▲6.4 ▲6.2 80.3 ▲2.2 ▲5,7 

調査問題の解答時間は十分でしたか（算数Ｂ・数学Ｂ） 54.0  ▲7.7 ▲9.7 67.8 ▲4.1 ▲8.8 

 

２ 調査結果の概要 （ 学校質問紙 ） 

全国平均に比べて特徴的な項目 
小学校 中学校 

中津市 国との 
差 

中津市 国との 
差 

（１）授業時数 
平成２６年度の小５算数と中２数学の総授業時数（標準時数以上） 72.7 14.1 90 18.3 
平成２６年度の小５と中２の国語の総授業時数（標準時数以上） 86.3 6.7 70.0 6.8 
平成２６年度の小５と中２の理科の総授業時数（標準時数以上） 72.7 14.1 60 2.0 
（２）図書館活用 
教員以外の職員で学校図書館に関する業務を担当する職員（「学校司書」

など）が置かれていますか（ボランティアを除く） 100.0 41.8 100.0 44.2 

調査対象学年の児童に対して，前年度に，「朝の読書」などの一斉読書

の時間を設けましたか 95.4 34.3 80.0 15.1 

（３）補充的サポート 



（１１）授業 

調査対象学年の児童に対して，前年度に，放課後を利用した補充的な学

習サポートを実施しましたか 86.4 28.0 60.0 36.5 
調査対象学年の児童に対して，前年度に，長期休業日を利用した補充的

な学習サポートを実施しましたか（実施した日数の累計） 100.0 36.8 60.0 37.1 

（４）調査結果の活用 
平成２６年度全国学力・学習状況調査の自校の結果について，保護者や

地域の人たちに対して公表や説明を行いましたか（学校のホームページ

や学校だより等への掲載，保護者会等での説明を含む） 
100.0 12.0 90.0 6.1 

平成２６年度全国学力・学習状況調査や学校評価の自校の結果等を踏ま

えた学力向上のための取組について，保護者や地域の人たちに対して働

きかけを行いましたか 
100.0 12.6 90.0 9.5 

全国学力・学習状況調査の結果を地方公共団体における独自の学力調査

の結果と併せて分析し，具体的な教育指導の改善や指導計画等への反映

を行っていますか 
100.0 22.6 100.0 12.1 

（５）教科での補充指導 
調査対象学年の児童生徒に対する国語の指導として，前年度までに，補

充的な学習の指導を行いましたか 90.9 17.1 100.0 21.8 
調査対象学年の児童に対する算数・数学の指導として，前年度までに，

補充的な学習の指導を行いましたか 95.5 3.7 100.0 10.9 

調査対象学年の児童に対する理科の指導として，前年度までに，補充的

な学習の指導を行いましたか 63.6 7.8 70.0 ▲8.8 

（６）教科での発展的な指導 
調査対象学年の児童に対する国語の指導として，前年度までに，発展的

な学習の指導を行いましたか 54.5 9.8 60.0 ▲0.8 
調査対象学年の児童生徒に対する算数、数学の指導として，前年度まで

に，発展的な学習の指導を行いましたか 77.2 15.6 80.0 14.6 
調査対象学年の児童生徒に対する理科の指導として，前年度までに，発

展的な学習の指導を行いましたか 54.5 7.3 80.0 17.5 

（７）話し合い活動 
調査対象学年の児童は，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と思いますか 63.6 ▲2.5 80.0 12.7 

（８）地域人材・ボランティアの活用 
調査対象学年の児童生徒に対して，前年度までに，地域の人材を外部講

師として招聘した授業を行いましたか 90.9 14.6 90.0 31.2 

調査対象学年の児童に対して，前年度までに，ボランティア等による授

業サポート（補助）を行いましたか 63.6 23.0 50.0 25.3 

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くれます

か 
95.4 11.3 100.0 30.3 

（９）家庭学習 
調査対象学年の児童に対して，前年度までに，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ましたか（国語／算数共

通） 
90.9 11.4 80.0 13.9 

（１０）研修 
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ますか 86.4 ▲6.9 100.0 14.2 
模擬授業や事例研究など，実践的な研修を行っていますか 95.4 ▲0.5 100.0 12.5 
学校全体の言語活動の実施状況や課題について，全教職員の間で話し合

ったり，検討したりしていますか 90.9 2.3 100.0 22.4 



調査対象学年の児童に対して，前年度までに，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

しましたか 
68.2 ▲13.1 60.0 ▲19.6 

対象学年の児童に対して，前年度までに，資料を使って発表ができるよ

う指導しましたか 72.7 ▲13.2 60.0 ▲18.1 

調査対象学年の児童に対して，前年度までに，授業において，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取り入れましたか 
63.7 ▲9.3 40.0 ▲23.3 

調査対象学年の児童生徒に対する国語の指導として，前年度までに，目

的や相手に応じて話したり聞いたりする授業を行いましたか 81.8 ▲7.5 50.0 ▲33.2 

調査対象学年の児童に対して，前年度までに，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指導しましたか 81.8 ▲9.0 60.0 ▲18.8 

調査対象学年の児童に対して，算数・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

にしましたか 
40.9 ▲18.7 10.0 ▲15.3 

調査対象学年の児童に対して，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，発展的な内容を扱いま

したか 
40.9 ▲18.5 10.0 ▲9.8 

調査対象学年の児童に対して，算数・数学の授業において，前年度に，

ティームティーチングによる指導を行いましたか 36.4 ▲16.0 20.0 ▲13.0 

学校の教員は，特別支援教育について理解し，前年度までに，調査対象

学年の児童に対する授業の中で，児童の特性に応じた指導上の工夫（板

書や説明の仕方，教材の工夫など）を行いましたか 
77.2 ▲12.0 100.0 13.7 

言語活動に重点を置いた指導計画を作成していますか 77.3 ▲11.6 90.0 7.9 
言語活動について，国語科だけではなく，各教科，道徳，外国語活動，

総合的な学習の時間及び特別活動を通じて，学校全体として取り組んで

いますか 
68.2 ▲23.4 90.0 4.5 

教科の指導内容や指導方法について近隣の小中学校と連携（教師の合同

研修，教師の交流，教育課程の接続など）を行っていますか 59.1 ▲7.6 60.0 ▲15.5 

 
３ 成果と課題 
○ 生活習慣について中学校は改善の傾向が見られるが、●小学校は大きく改善の必要が

ある。 
○ 家庭学習に費やす時間は全国平均並ではあるが、県平均と大きな差がある。 
● ゲームやテレビ視聴に費やす時間が小中学校ともに県や全国平均を大きく上回ってい

る。 
● 計画性なく家庭学習をしている割合が高い。特に予習的な学習をしている割合が低い。 
○ 学校図書館司書配置が全学校で行われた。今後、子供の読書習慣向上への貢献が期待

される。 
○ 授業の中で、めあて、ねらい、まとめ、ふり返りを意識するようになってきた。 
○ クロス集計から児童生徒質問紙（２）授業の様子①～⑦の項目に対する肯定的な回答

をした子供ほど、国語、算数、数学のＢ問題の正答率が高い。  
● 授業の中で、自分の考えを深める、広げる、目的に応じて話したり書いたりするなど

の学習活動ができていない。 
● 総合的な力をもとに課題解決していく総合的な学習についての項目では、否定的な回



答が目立つ。 
○ 地域人材・ボランティアを非常に良く活用している。 
● その一方で、児童生徒の社会への関心は低い。 
○ 職員研修や授業研究が小中学校ともに盛んに行われている。 
 
４ 質問紙の成果と課題をふまえて 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

■活用型、探求型の学習指導の充実を図る 

 課題解決型授業の実施を各教科で徹底する。 

 総合的な学習の時間における探求的・協働的な学習指導を徹底する。 

 学校図書館司書と連携した教材開発の推進→「課題」の質の向上。 

 学校図書館司書が、子どもと授業と図書館資料（新聞を含む）をつなぐ。 

 単元を貫いた言語活動を設定した国語科学習指導の在り方を他教科の

言語活動の充実につなげる。 

■個に応じたきめ細かな指導の重視 

 習熟の程度に応じたきめ細かな指導方法の開発と実践の積み重ね 

 『なかつ学通信』等を活用し、教員の共通化を図り意識を高める。 

 授業と補充指導や家庭学習のつながりを明らかにわかるようにする。 

■主体的に学態度の育成 

 授業での「めあて」「まとめ」等の質の向上を徹底する。 

 家庭学習での復習の徹底と授業につながる予習の実施 

■職員研修の工夫と深化 

 ＰＤＣＡをふまえた研修方法の見直しと深化 

 市研修と教科部会研修と校内研修のつながりを明らかにする。 

 


