
【 杵築市 】

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（小学校：国語）

◇対県－1.3Ｐ 対全国＋0.2Ｐ

・「話すこと・聞くこと」県の平均より下回り、全国の平均より上回っている。

・「書くこと」「読むこと」県・全国の平均より下回っている。

・「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」県の平均より下回り、全国の平均より上回っている。

①■「書くこと」の領域で、「具体的な事例を挙げて説明する文章を書く」ことに課題がある。

②■「読むこと」の領域で、「登場人物の相互関係を捉える」ことに課題がある。

小学校：国語Ａ

小学校：国語Ｂ

◇対県－2.0Ｐ 対全国－0.7Ｐ

・「書くこと」「読むこと」の領域で、県・全国の平均より下回っている。

①■「書くこと」の領域で、「目的や意図に応じ、新聞の割り付けをする」ことに課題がある。

②■「読むこと」の領域で、「登場人物の行動を基にして、場面の移り変わりを捉える」ことに課題がある。

小学校：国語Ａ

①■「具体的な事例を挙げて説明する文章を書く」

□事実と感想、意見をなどを区別できるように指導する。

□具体的な事例を挙げて書いたものと挙げないで書いたものを読み比べる学習の場を設定し、どちらが分

かりやすく説明することができるかを捉えられるように指導する。

②■「登場人物の相互関係を捉える」

□設定―発端―展開―山場―結末という物語文の基本的な構成とそれにともなう情景や場面の様子の変

化、会話及び心情の変化などの基本的な構成要素を理解できるよう指導する。

□図や矢印などを効果的に用いて、登場人物の相互関係を人物関係図に表す場を設定し視覚的に捉えられ

るように指導する。

①■「目的や意図に応じ、新聞の割り付けをする」

□実際に新聞を作成する活動において、新聞の特徴を理解させるとともに、作成過程目的や意図に合って

いるかを検証できるように指導する。

②■「登場人物の行動を基にして、場面の移り変わりを捉える」

□各場面の様子を物語の展開に即して、「いつ」「どこで」「だれが」「何をして」「どう思ったか」などを

中心にまとめさせるなどして、時間、場所、登場人物の性格や気持ちの変化などによって場面の移り変

わりを捉えられるように指導する。

小学校：国語Ｂ



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：算数）

◇対県－1.4Ｐ 対全国＋0.1Ｐ

・「数と計算」「量と測定」県の平均を下回り、全国の平均を上回っている。

・「図形」「数量関係」県・全国の平均より下回っている。

①■「図形」の領域で、「円の性質を理解する」ことに課題がある。

②■「数量関係」の領域で、「グラフに表されている事柄を読みとる」ことに課題がある。

小学校：算数Ａ

小学校：算数Ｂ

◇対県＋0.1Ｐ 対全国－0.3Ｐ

・「数と計算」「量と測定」県・全国の平均より下回っている。

・「図形」県の平均より上回り、全国の平均より下回っている。

・「数量関係」全国の平均を上回っている。

①■「数と計算」の領域で、「見積もりの結果を基に判断できる」ことに課題がある。

②■「量と測定」の領域で、「単位量当たりの大きさを用いる」ことに課題がある。

③■「図形」の領域で、「図形の特徴を記述する」ことに課題がある。

小学校：算数Ａ

小学校：算数Ｂ

①■「円の性質を理解する」

□円を構成する要素に着目させ、円のどのような特徴を用いれば、円内にどんな図形ができるのかを予想

させ、操作と予想を関連付けて考えるように指導する。

②■「グラフに表されている事柄を読みとる」

□表やグラフから読みとることのできる事柄、読みとることができない事柄を意識させるような題

材を設定し指導する。

①■「数と計算」の領域で、「見積もりの結果を基に判断できる」

□数直線を活用し、見積もりの結果と実際の数との大翔関係を視覚的に捉えやすくして、「四捨五入」「切

り上げ」「切り捨て」の見積もり方法の中から、目的に応じたものを選択する場を設定し指導する。

②■「量と測定」の領域で、「単位量当たりの大きさを用いる」

□問題解決に際して、目的に応じた様々な合理的な考え方を認めつつ、その中から単位量当たりの大きさ

を活用した方が能率的な処理が可能である題材を用いて指導する。

③■「図形」の領域で、「図形の特徴を記述する」

□地図などを用いて、日常の児相と図形の約束や性質を関連付けながら考えたり、説明したりする場を設

定し指導する。



１ 調査結果の分析

２ 具体的な改善方策

１ 調査結果の分析

◇対県＋1.2Ｐ 対全国＋3.2Ｐ

・「物質」県の平均を下回り、全国の平均を上回っている。

・「エネルギー」県・全国の平均より下回っている。

・「生命」「地球」県・全国の平均より上回っている。

①■「物質」の領域で、「グラフをもとに考察して分析した内容を記述する」ことに課題がある。

②■「エネルギー」の領域で、「実験の方法を条件を制御しながら構想する」ことに課題がある。

小学校：理科

平成２７年度 全国学力・学習状況調査結果（小学校：理科）

小学校：理科

①■「グラフをもとに考察して分析した内容を記述する」

□考察を説明する際には、観察・実験の結果（見たこと）と解釈（考えたこと）の両方を示す必要がある

ことを指導する。

②■「実験の方法を条件を制御しながら構想する」

□実際の目的に応じて、変える条件と変えない条件を表に整理して、実験を計画できるように指導する。

平成２７年度 全国学力・学習状況調査結果（中学校：国語）

◇対県－1.5Ｐ 対全国－1.4Ｐ

・「話すこと・聞くこと」「書くこと」「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」県・全国の平均より

下回っている。

・「読むこと」県・全国の平均より上回っている。

①■「話すこと・聞くこと」の領域で、「聞き手を意識し分かりやすい語句を選択して話す」ことに課題が

ある。

②■「書くこと」の領域で、「伝えたい事実を明確に書く」ことに課題がある。

③■「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」の領域で、「手紙の書き方を理解して書く」ことに課

題がある。

中学校：国語Ａ



２ 具体的な改善方策

中学校：国語Ｂ

◇対県－2.4Ｐ 対全国－2.6Ｐ

・「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」県・全国の平均より下回っている。

①■「話すこと・聞くこと」の領域で、「資料の提示の仕方を工夫し、その理由を具体的に書く」ことに課

題がある。

②■「書くこと」の領域で、「根拠を明確にして、自分の考えを書く」ことに課題がある。

③■「読むこと」の領域で、「表現の工夫について、自分の考えをもつ」ことに課題がある。

中学校：国語Ａ

①■「聞き手を意識し分かりやすい語句を選択して話す」

□スピーチなどの活動を行う際には、聞き手の反応を踏まえて分かりやすい言葉に言い換えたり、説明を

加えたりできるように指導する。

②■「伝えたい事実を明確に書く」

□読みとった情報が正しいかどうかを確かめ、文章中の書き方を手がかりに、読み手に正確に伝わる言葉

を選択して記述できるように指導する。

③■「手紙の書き方を理解して書く」

□依頼状や礼状などを実際に書く活動を取り入れ、手紙の基本的な形式だけでなく、形式に込められた相

手への敬意についても考えるよう指導する。

①■「話すこと・聞くこと」の領域で、「資料の提示の仕方を工夫し、その理由を具体的に書く」ことに課

題がある。

□スピーチやプレゼンテーションをする際には、聞き手の理解を促すために、資料を効果的に活用する必

要があることをふまえ、資料を提示したタイミングなどについて振り返り、効果を確認する場を設定し

指導する。

②■「書くこと」の領域で、「根拠を明確にして、自分の考えを書く」ことに課題がある。

□文章や資料から必要な情報を取り出し、伝えたい事柄や根拠を明らかにしつつ、自分の考えを書く場を

設定し指導する。

③■「読むこと」の領域で、「表現の工夫について、自分の考えをもつ」ことに課題がある。

□情景描写や登場人物の心情を表す表現の工夫について考える際には、取り上げた場面の情景や心情を他

の場面と比較しながら、その効果について自分の考えをまとめる場を設定し指導する。

中学校：国語Ｂ



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：数学）

◇対県－0.1Ｐ 対全国－1.3Ｐ

・「数と式」県・全国の平均より上回っている。

・「図形」県の平均より上回り、全国の平均より下回っている。

・「関数」県・全国の平均より下回っている。

・「資料の活用」県の平均と同じ、全国の平均より下回っている。

①■「図形」の領域で、「平行移動した図形をかく」ことに課題がある。

②■「関数」の領域で、「二元一次方程式の解を座標とする点の集合は、直線として表される」ことに課題が

ある。

③■「資料の活用」の領域で、「さいころを投げるときの確立の意味を理解する」ことに課題がある。

中学校：数学Ａ

中学校：数学Ｂ

◇対県－0.6Ｐ 対全国－3.0Ｐ

・「数と式」「関数」「資料の活用」県・全国の平均より下回っている。

・「図形」県の平均より上回り、全国の平均より下回っている。

①■「数と式」の領域で、「発展的に考え、予想した事柄を説明する」ことに課題がある。

②■「図形」の領域で、「発展的に考え、条件を変えた場合について証明する」ことに課題がある。

③■「関数」の領域で、「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説明する」ことに課題が

ある。

④■「資料の活用」の領域で、「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」ことに課題がある。

中学校：数学Ａ

①■「平行移動した図形をかく」

□図形を紙で作って移動させたり、ICT 機器を活用して移動させたりして、図形の移動を視覚的に捉える活

動を取り入れ、移動前と移動後の図形の関係を考察する場を設定し指導する。

②■「二元一次方程式の解を座標とする点の集合は、直線として表される」

□二元一次方程式 x＋y＝◇を表にしてグラフにかく活動を行う際には、整数や小数の多数の点をとってい

くことを促し、ICT 機器等を活用し実感を伴って理解できるように指導する。

③■「さいころを投げるときの確立の意味を理解する」

□さいころを多数回投げる実験を行い、求められた数学的確率について、その解釈を問う場面を設定し指

導する。



１ 調査結果の分析

２ 具体的な改善方策

中学校：数学Ｂ

①■「発展的に考え、予想した事柄を説明する」

□問題の条件を変えて見いだした事柄について説明するときは、その前提と結論の両方を明確にして表現

するように指導する。

②■「発展的に考え、条件を変えた場合について証明する」

□証明に用いた条件と相当関係にあるものを照らし合わせ、図形の基本的な性質を手がかりにして、条件

を変えた場合の証明ができるように指導する。

③■「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説明する」

□問題解決の方法や手順を説明する場を設定し、表、式、グラフなどの「用いるもの」をどのように用い

て、何を求めるのかという「用い方」の両方を説明できるように指導する。

④■「資料の活用」の領域で、「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」ことに課題がある。

□A に対する B の割合は、B÷A で求められ、A を１にしたときの B の値が A に対する B の割合であるこ

とを、数直線や比例式を用いて確認する場を設定し指導する。

◇対県－0.9Ｐ 対全国－1.0Ｐ

・「物質的領域」「地学的領域」県・全国の平均を下回っている。

・「化学的領域」県の平均より下回り、全国の平均より上回っている。

・「生物的領域」県の平均より上回り、全国の平均より下回っている。

①■「物質的領域」で、「気圧の変化で菓子袋が膨らむことについて、モデルを扱った実験を計画する」こと

に課題がある。

②■「生物的領域」で、「平均値を求める理由を説明する」ことに課題がある。

③■「地学的領域」で、「露点を測定する場面において、最も高い湿度の時刻を指摘する」ことに課題がある。

中学校：理科

平成２７年度 全国学力・学習状況調査結果（中学校：理科）

中学校：理科

①■「気圧の変化で菓子袋が膨らむことについて、モデルを扱った実験を計画する」

□モデルを使った実験を行う際には、実験の装置や操作が自然の事物・現象の何と対応しているのかを明

らかにする場を設定し指導する。

②■「平均値を求める理由を説明する」

□生物の多様性や規則性を発見できるようにするために、平均値を求めるデータの処理の必要性を考えさ

せる場を設定し指導する。

③■「露点を測定する場面において、最も高い湿度の時刻を指摘する」

□日常生活での現象について考えたり、デジタルコンテンツを視聴したりする場を設定し、気象要素の変

化と相互の関連を推定できるように指導する。



１ 調査結果の概要

指導方法・学習規律

数値は平成 27 年度の「当てはまる、どちらかといえば当てはまる」の集計（％）・（ ）は平成 26 年度の数値

学校質問紙の質問
学校質問紙

回答

児童質問紙

回答
児童質問紙の質問

「教科や総合、朝の会、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にし

て取り扱ったか」

７８．５

（７７．０）

４１．０

（３７．１）

「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か」

各教科の指導方法

【国語】

数値は平成 27 年度の「当てはまる、どちらかといえば当てはまる」の集計（％）・（ ）は平成 26 年度の数値

学校質問紙の質問
学校質問紙

回答

児童質問紙

回答
児童質問紙の質問

「目的や相手に応じて話したり聞い

たりする授業を行ったか」
７８．６

（９２．３）

５３．９

（５６．２）

「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

しているか」

「書く習慣を付ける授業を行った

か」
９２．８

（９２．３）

４３．１

（３５．８）

「400 字詰原稿用紙 2～3 枚の感想

文や説明文を書くことは難しいと

は思わない」

「様々な文章を読む習慣を付ける授

業を行ったか」

８５．８

（９２．３）

７３．７

（８３．２）

「読書は好きか」

【算数】

数値は平成 27 年度の「当てはまる、どちらかといえば当てはまる」の集計（％）・（ ）は平成 26 年度の数値

学校質問紙の質問
学校質問紙

回答

児童質問紙

回答
児童質問紙の質問

「実生活における事象との関連を図

った授業を行ったか」

７８．６

（６１．６）

６４．６

（６３．７）

「普段の生活の中で活用できない

か考えているか」

【理科】

数値は平成 27 年度の「当てはまる、どちらかといえば当てはまる」の集計（％）・（ ）は平成 24 年度の数値

平成 24 年度は抽出調査

学校質問紙の質問
学校質問紙

回答

児童質問紙

回答
児童質問紙の質問

「自分の予想をもとに観察・実験の

計画を立てる指導を行ったか」

８５．７

（７５．０）

７４．１

（６５．２）

「自分の予想をもとに観察・実験の

計画を立てているか」

「観察や実験の結果を整理し考察す

る指導を行ったか」
１００

（１００）

７８．０

（７７．３）

「観察や実験の結果からどのよう

なことが分かっているのかを考え

ているか」

平成 27 年度 全国学力・学習状況調査結果（学校質問紙）

小学校：学校質問紙



授業におけるＩＣＴ機器の活用

単位％、○は数値上昇

学校質問紙の質問 平成 26 年度 平成 27 年度 比較

「ＩＣＴを活用して、教え合う、学び合う学習等を行っ

たか」→「よく行った」と回答
０ ２１．４ ○

「国語科において、ＩＣＴを活用した授業を行ったか」

→「週 1 回以上活用した」と回答
０ １４．３ ○

「算数科において、ＩＣＴを活用した授業を行ったか」

→「週 1 回以上活用した」と回答
０ ２１．４ ○

「理科において、ＩＣＴを活用した授業を行ったか」

→「週 1 回以上活用した」と回答

※平成 24 年度抽出調査

※０ １４．３ ○

【参考】平成 26 年度 教育情報化の実態等に関する調査（18 市町村）

「授業中に ICT を活用して指導する能力」「わりにできる、ややできる」と回答 杵築市 83.7％（4 位）

「児童・生徒の ICT 活用を指導する能力」「わりにできる、ややできる」と回答 杵築市 80.3％（2 位）

学校図書館の活用

単位％、○は数値上昇

学校質問紙の質問 平成 26 年度 平成 27 年度 比較

「週に 1 回程度、または、それ以上」と回答 ２３．１ ２１．４

「月に数回程度」と回答 ３０．８ ４２．９ ○

「学期に数回程度」と回答 ３８．５ ２８．６

「年に数回程度」と回答 ７．７ ７．１

新大分スタンダードとの関連

数値は平成 27 年度の「当てはまる、どちらかといえば当てはまる」の集計（％）

学校質問紙の質問
学校質問紙

回答

児童質問紙

回答
児童質問紙の質問

授業の冒頭で目標（めあて・ねらい）

を示す活動を計画的に取り入れた
１００ ８９．２

授業の冒頭で目標（めあて・ねらい）

を示されていたと思う

ノートには、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

９２．８ ８８．８

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

う

自分で調べたことや考えたことを分

かりやすく文章に書かせる指導をし

た

９２．９ ８６．６

算数の授業で問題の解き方や考え

方が分かるようにノートに書く

発言や活動の時間を確保して授業を

進めた
９２．９ ８３．７

自分の考えを発表する機会が与え

られていたと思う

学級やグループで話し合う活動を授

業などで行った
８５．７ ８５．８

学級や友達との間で話し合う活動

をよく行っていたと思う

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た

５７．２ ７０．７

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に取り組ん

でいたと思う

授業の最後に学習内容を振り返る活

動を計画的に取り入れた
１００ ６９．８

授業の最後に学習内容を振り返る

活動をよく行ったと思う



指導方法・学習規律

数値は平成 27 年度の「当てはまる、どちらかといえば当てはまる」の集計（％）・（ ）は平成 26 年度の数値

学校質問紙の質問
学校質問紙

回答

生徒質問紙

回答
生徒質問紙の質問

「教科や総合、朝の会、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にし

て取り扱ったか」

６６．７

（３３．３）

４０．３

（２６．９）

「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か」

各教科の指導方法

【国語】

数値は平成 27 年度の「当てはまる、どちらかといえば当てはまる」の集計（％）・（ ）は平成 26 年度の数値

学校質問紙の質問
学校質問紙

回答

生徒質問紙

回答
生徒質問紙の質問

「目的や相手に応じて話したり聞い

たりする授業を行ったか」
６６．６

（１００）

５４．１

（３９．９）

「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

しているか」

「書く習慣を付ける授業を行った

か」
６６．７

（６６．７）

３３．８

（３６．５）

「400 字詰原稿用紙 2～3 枚の感想

文や説明文を書くことは難しいと

思わない」

「様々な文章を読む習慣を付ける授

業を行ったか」

１００

（１００）

６６．７

（７６．０）

「読書は好きか」

【数学】

数値は平成 27 年度の「当てはまる、どちらかといえば当てはまる」の集計（％）・（ ）は平成 26 年度の数値

学校質問紙の質問
学校質問紙

回答

生徒質問紙

回答
生徒質問紙の質問

「実生活における事象との関連を図

った授業を行ったか」

１００

（６６．７）

４４．２

（３１．８）

「普段の生活の中で活用できない

か考えているか」

【理科】

数値は平成 27 年度の「当てはまる、どちらかといえば当てはまる」の集計（％）・（ ）は平成 24 年度の数値

平成 24 年度は抽出調査

学校質問紙の質問
学校質問紙

回答

生徒質問紙

回答
生徒質問紙の質問

「自分の予想をもとに観察・実験の

計画を立てさせる指導を行ったか」

３３．３

（１００）

５２．１

（５０．７）

「自分の予想をもとに観察・実験の

計画を立てている」

「観察や実験の結果を分析し解釈す

る指導を行ったか」

１００

（１００）

５６．９

（５５．９）

「観察や実験の結果をもとに考察

している」

中学校：学校質問紙



授業におけるＩＣＴ機器の活用

単位％、○は数値上昇

学校質問紙の質問 平成 26 年度 平成 27 年度 比較

「ＩＣＴを活用して、教え合う、学び合う学習等を行っ

たか」→「よく行った」と回答
０ ０

「国語科において、ＩＣＴを活用した授業を行ったか」

→「週 1 回以上活用した」と回答
０ ３３．３ ○

「数学科において、ＩＣＴを活用した授業を行ったか」

→「週 1 回以上活用した」と回答
０ ０

「理科において、ＩＣＴを活用した授業を行ったか」

→「週 1 回以上活用した」と回答

※平成 24 年度抽出調査

※０ ３３．３ ○

学校図書館の活用

単位％、○は数値上昇▲数値下降

学校質問紙の質問 平成 26 年度 平成 27 年度 比較

「週に 1 回程度、または、それ以上」と回答 ０ ０

「月に数回程度」と回答 ６６．７ ０

「学期に数回程度」と回答 ０ ６６．７ ○

「年に数回程度」と回答 ３３．３ ３３．３

新大分スタンダードとの関連

数値は平成 27 年度の「当てはまる、どちらかといえば当てはまる」の集計（％）

学校質問紙の質問
学校質問紙

回答

生徒質問紙

回答
生徒質問紙の質問

授業の冒頭で目標（めあて・ねらい）

を示す活動を計画的に取り入れた
１００ ９０．０

授業の冒頭で目標（めあて・ねらい）

を示されていたと思う

ノートには、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

１００ ８６．１

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

う

自分で調べたことや考えたことを分

かりやすく文章に書かせる指導をし

た

１００ ８４．５

算数の授業で問題の解き方や考え

方が分かるようにノートに書く

発言や活動の時間を確保して授業を

進めた
１００ ８１．６

自分の考えを発表する機会が与え

られていたと思う

学級やグループで話し合う活動を授

業などで行った
６６．７ ７５．３

生徒の間で話し合う活動をよく行

っていたと思う

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た

６６．７ ６１．７

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に取り組ん

でいたと思う

授業の最後に学習内容を振り返る活

動を計画的に取り入れた
１００ ６７．７

授業の最後に学習内容を振り返る

活動をよく行ったと思う



考察

学校質問紙と児童生徒質問紙の数値比較

学校質問紙＞児童生徒質問紙の場合

・授業のねらいが、児童生徒に届いていない可能性がある。

・指導内容が、児童生徒の「わかった」「できた」というレベルまで達していない可能性がある。

学校質問紙＜児童生徒質問紙の場合

・教師が求めている内容や指導したい内容と、児童生徒が受け止めている内容が一致してしない可能性

がある。

・評価規準が定まっていないため、適切な評価が児童生徒に返っていない可能性がある。

◆めあて・ねらいの明確化、評価規準の作成と評価、C 評価の児童生徒へのフォローは必須である。

◆児童生徒が振り返る活動が必要であり、その際に総評ではなく、めあて・ねらいにそった具体的な評

価を返すことが必要である。

授業におけるＩＣＴ機器の活用

・ICT 機器を効果的に活用しようとする意識は感じられるが、使用頻度は依然として高くはない。

・ICT 機器の整備が十分でないことが考えられる。

・ICT 機器がコンピューター室等の特別教室に配置されているため、使用頻度が少なくなっている可能

性がある。

◆ICT 機器の活用は「合理的配慮」である

・小さいものを大きく見せるだけでも、児童生徒の理解を促すことはできる。

◆学習探検ナビ等を有効に活用する

・学習支援として導入しているものであるが、学校毎の使用頻度に差がある。必要ならば学校毎に導入

業者による研修会の実施もできる。また、「情報の樹」で検索すれば、教育センターが作成している各

市町村別の ICT 機器の使用方法を動画で見ることもできる。

◆ステップアップできる ICT 研修を実施

・学校 CIO の取組で学校毎に年 3 回の研修計画が作成されている。そのうちの 1 回は情報モラルに関す

ることと指定されている。残りの 2 回の研修で、確実に 1 つ身につけられるように研修内容を工夫す

る。例えば、1 回目に機器操作に関する研修、2 回目に情報モラルに関する研修、3 回目は 1 回目の研

修をふまえた実技検定を行うなど、校内に機器操作ができる人材を育成する。なお、特別支援学級の

サポートを主として ICT 支援員を配置しているが、通常学級での活用も可能である。

学校図書館の活用

・学校司書との連携がうまくできていない可能性がある。

・各教科の単元との関連を考えた場合、月毎や学期毎の活用に限定されてしまうことが考えられる。

・学校図書館を学校情報センターとしてとらえる意識が薄かったり、学校情報センターとしての機能

を発揮するだけの環境が整っていなかったりすることが考えられる。

◆学校司書との連携がうまくいくように、学校図書館活用計画を作成するなど、担任も学校司書も見

通しがもてるよう工夫する。また、学年毎に学校図書館を活用する教科を絞るなどして、調べ学習

等で活用する頻度を高める。



１ 調査結果の概要

数値は「当てはまる、どちらかといえば当てはまる」の集計（単位％）、○は数値上昇

学習に対する関心・意欲・態度

【国語】

質 問 平成 26 年度 平成 27 年度 比較

「国語は大切である」 ９１．６ ９１．０

「国語は役に立つ」 ９０．２ ９１．０ ○

「国語が好きだ」 ５３．１ ６３．８ ○

「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」
５８．９ ６１．２ ○

「話の組み立てを工夫している」 ５６．２ ５３．９

「自分の考えの理由がわかるように書いている」 ６９．４ ６８．６

「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」
７３．０ ７５．０ ○

「国語の授業の内容はよくわかる」 ７８．３ ７８．９ ○

【算数】

質 問 平成 26 年度 平成 27 年度 比較

「算数は大切である」 ９３．８ ９２．６

「算数は役に立つ」 ９２．４ ８９．２

「算数が好きだ」 ６２．４ ６７．６ ○

「算数で新しい問題に出合ったとき、それを解いてみた

いと思う」
７５．２ ７８．４ ○

「算数で解き方や考え方がわかるようにノートに書い

ている」
８０．０ ８６．６ ○

「普段の生活の中で活用できないか考えている」 ６３．７ ６４．６ ○

「算数の授業の内容はよくわかる」 ７８．３ ８１．９ ○

【理科】 ※平成 24 年度は抽出調査

質 問 ※平成 24 年度 平成 27 年度 比較

「理科は大切である」 ８８．５ ８７．５

「理科は役に立つ」 ７８．２ ６９．４

「理科が好きだ」 ８５．２ ８８．４ ○

「自分の予想をもとに観察・実験の計画を立てる」 ６５．２ ７４．１ ○

「観察や実験の結果からどのようなことが分かってい

るのかを考える」
７７．３ ７８．０ ○

「普段の生活の中で活用できないか考えている」 ６９．６ ６４．６

「理科の授業の内容はよくわかる」 ８９．６ ９１．０ ○

学習状況

質 問 平成 26 年度 平成 27 年度 比較

「友達の前で自分の考えや意見を発表するのは得意」 ４９．１ ５１．３ ○

平成 27 年度 全国学力・学習状況調査結果（児童・生徒質問紙）

児童質問紙



「自分の考えを発表する機会が与えられていたと思う」 ８２．８ ８３．７ ○

「自分の考えを他の人に説明したり、書いたり、深めた

り、広げたりすることができている」
６５．１ ６８．６ ○

「授業のはじめにめあて・ねらいが示されていた」 ９２．０ ８９．２

「授業の終わりに学習を振り返る活動をよく行った」 ７５．７ ６９．８

学習時間等

質 問 平成 26 年度 平成 27 年度 比較

「普段（月曜日から金曜日）、1 日当たり 1 時間以上勉

強している」
６１．０ ５９．５

「土日に２時間以上勉強している」 ２３．０ ２５．１ ○

「授業の予習をしている」 ３３．２ ３５．４ ○

「授業の復習をしている」 ５１．３ ４９．１

「自分で計画を立てて勉強している」 ６０．７ ５８．２

「読書は好き」 ８３．２ ７３．７

「図書館にほとんどまたは全く行かない」 ３０．５ ２８．４

「1 日に 30 分以上読書をする」 ４１．２ ３８．４

「読書を全くしない」 １６．８ １７．７ ○

基本的生活習慣

質 問 平成 26 年度 平成 27 年度 比較

「1 日あたり 1 時間以上、携帯電話やスマートフォンで

通話やインターネットをする」
８．８ ２０．３ ○

家庭でのコミュニケーション

質 問 平成 26 年度 平成 27 年度 比較

「家の人と学校の出来事について話しをする」 ７４．３ ７９．７ ○

地域との関わり・社会に対する興味・関心

質 問 平成 26 年度 平成 27 年度 比較

「地域や社会で起こっている問題や出来事に関心があ

る」
５７．５ ５７．４

「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」
３７．１ ４１．０ ○

「新聞を読んでいる」※ ２５．６ ２２．４

※「テレビやインターネットのニュースを見る」 ８１．１

自尊意識

質 問 平成 26 年度 平成 27 年度 比較

「自分にはよいところがある」 ７０．８ ７３．３ ○

規範意識

質 問 平成 26 年度 平成 27 年度 比較

「いじめはどんな理由があってもいけないことだ」 ９６．９ ９７．４ ○

総合的な学習の時間

質 問 平成 26 年度 平成 27 年度 比較

「総合的な学習の時間は、普段の生活や社会に出たとき ８５．８ ８５．０



役に立つ」

「総合的な学習の時間において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」

５５．３ ５３．５

数値は「当てはまる、どちらかといえば当てはまる」の集計（単位％）、○は数値上昇

学習に対する関心・意欲・態度

【国語】

質 問 平成 26 年度 平成 27 年度 比較

「国語は大切である」 ９０．４ ８７．６

「国語は役に立つ」 ７６．４ ８０．１ ○

「国語が好きだ」 ５９．４ ５１．０

「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」
４１．７ ５６．９ ○

「話の組み立てを工夫している」 ３９．９ ５４．１ ○

「自分の考えの理由がわかるように書いている」 ４８．７ ６０．９ ○

「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」
６３．１ ６８．５ ○

「国語の授業の内容はよくわかる」 ７０．１ ６６．１

【数学】

質 問 平成 26 年度 平成 27 年度 比較

「数学は大切である」 ８０．１ ８８．８ ○

「数学は役に立つ」 ６６．８ ７７．６ ○

「数学が好きだ」 ４５．０ ６５．８ ○

「諦めずにいろいろな方法を考える」 ６３．９ ７１．０ ○

「もっと簡単に解く方法はないかを考える」 ６３．５ ６５．０ ○

「公式やきまりを習うとき、その根拠を理解するように

している」
６０．９ ７２．１ ○

「解き方や考え方がわかるようにノートに書いている」 ７６．３ ８４．５ ○

「普段の生活の中で活用できないか考えている」 ３１．８ ４４．２ ○

「数学の授業の内容はよくわかる」 ６０．５ ７５．７ ○

【理科】 ※平成 24 年度は抽出調査

質 問 ※平成 24 年度 平成 27 年度 比較

「理科は大切である」 ７１．４ ６９．７

「理科は役に立つ」 ６０．４ ５７．４

「理科が好きだ」 ５９．１ ６５．８ ○

「自分の予想をもとに観察・実験の計画を立てる」 ５０．７ ５２．１ ○

「観察や実験の結果からどのようなことが分かってい

るのかを考える」
５５．９ ５６．９ ○

「普段の生活の中で活用できないか考えている」 ３１．８ ４０．６ ○

「理科の授業の内容はよくわかる」 ６４．９ ５９．０

生徒質問紙



学習状況

質 問 平成 26 年度 平成 27 年度 比較

「友達の前で自分の考えや意見を発表するのは得意」 ４１．７ ５３．４ ○

「自分の考えを発表する機会が与えられていたと思う」 ７５．６ ８１．６ ○

「自分の考えを他の人に説明したり、書いたり、深めた

り、広げたりすることができている」
４５．１ ６２．５ ○

「授業のはじめにめあて・ねらいが示されていた」 ７７．５ ９０．０ ○

「授業の終わりに学習を振り返る活動をよく行った」 ５０．２ ６６．７ ○

学習時間等

質 問 平成 26 年度 平成 27 年度 比較

「普段（月曜日から金曜日）、1 日当たり 1 時間以上 2

時間より少ない時間勉強している」
３７．６ ３５．１

「土日に３時間以上勉強している」 ２０．３ １７．２

「授業の予習をしている」 ２６．９ ２４．７

「授業の復習をしている」 ４６．２ ４３．９

「自分で計画を立てて勉強している」 ４２．８ ５３．０ ○

「読書は好き」 ７６．０ ６６．７

「図書館にほとんどまたは全く行かない」 ３７．３ ４２．２ ○

「1 日に 30 分以上読書をする」 ３６．２ ３４．７

「読書を全くしない」※ ３２．８ ３５．１ ○

※小６と比較して＋１７．４P

基本的生活習慣

質 問 平成 26 年度 平成 27 年度 比較

月曜日から金曜日で、4 時間以上テレビ・ビデオ・DVD

を見たり聞いたりしている
２４．４ １５．１

「1 日あたり 1 時間以上、携帯電話やスマートフォンで

通話やインターネットをする」
４８．３ ※４５．１

※小６と比較して＋２４．８P

家庭でのコミュニケーション

質 問 平成 26 年度 平成 27 年度 比較

「家の人と学校の出来事について話しをする」 ７４．２ ７３．７

地域との関わり・社会に対する興味・関心

質 問 平成 26 年度 平成 27 年度 比較

「地域の行事に参加している」 ５２．８ ５７．０ ○

「地域や社会で起こっている問題や出来事に関心がある」 ５３．５ ６１．３ ○

「地域や社会をよくするために何をすべきか考えるこ

とがあるか」
２６．９ ４０．３ ○

「新聞を読んでいる」※ ２１．４ ２１．５ ○

※「テレビやインターネットのニュースを見る」 ８０．９



自尊意識

質 問 平成 26 年度 平成 27 年度 比較

「難しいことでも失敗を恐れないで挑戦している」 ６３．４ ７３．３ ○

「自分にはよいところがある」 ５５．３ ７４．１ ○

規範意識

質 問 平成 26 年度 平成 27 年度 比較

「いじめはどんな理由があってもいけないことだ」 ９１．５ ９４．４ ○

総合的な学習の時間

質 問 平成 26 年度 平成 27 年度 比較

「総合的な学習の時間は、普段の生活や社会に出たとき

役に立つ」
６５．６ ７４．１

「総合的な学習の時間において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」
３３．９ ４３．９

考察

学習に対する関心・意欲・態度

・学習が大切であると回答している割合と授業の内容がわかると回答している割合にひらきのある教

科がある。学習に対する関心・意欲はあるが、学習内容を理解できたという実感がもてていないと

考えられる。

学習状況

・授業のはじめにめあて・ねらいがはっきりと示されていたと回答する割合が約 9割である。しかし

ながら、各教科において授業の内容がよくわかると回答している割合が下がることから、めあて・

ねらいが板書に位置づいているものの、児童生徒が自らのめあて・ねらいとしてとらえていないと

考えられる。

・学年×10分の学習時間（小 6は 6×10 分、中 3 は 9×10 分）を基準とした場合、基準に達している

割合は小学校で約 6割、中学校で約 4 割である。各学校で作成している「家庭学習の手引き」等の

内容が児童生徒、保護者に徹底されていないと考えられる。また、自分で計画を立てて勉強してい

ると回答している割合が小学校で約 6 割、中学校で約 5割であることから、いわゆる「自主学習」

というものに児童生徒が難しさを感じていることが考えられる。

◆〈授業改善の 5 点セット〉の再確認と徹底

・「取組内容」は、課題意識をもって取り組むことが必要である。例えば、「交流活動を設定する」

という取組内容の場合、「どうやって子どもたちの考えをとらえるか」「どの考えとどの考えを比

較させれば思考が深まるか」等の課題意識をもち、日々の授業で取り組むことが大切である。設

定の有無だけを振り返るだけでは、子どもの姿は見えない。

・徹底した授業改善、徹底した補充学習、徹底した家庭学習（宿題を含む）等、何か 1 つでも「学

校をあげて徹底している」と内外の者を問わず実感できるものがあるとき、子どもたちの学力は

伸びている。



基本的生活習慣

・携帯電話やスマートフォンを使用する機会が、小学生にもひろがりを見せつつある。携帯電話やス

マートフォンの所持率は、小学校の段階で 5割に達している。保護者が、子どもの安否確認等のた

めに所持させる場合も予想されることから、今後も所持率の増加が考えられる。

家庭でのコミュニケーション

・学校での出来事について話しをすると回答した割合は、小学校で約 8割、中学校で約 7 割である。

小学校よりも、中学校で若干減少する傾向にある。部活動や教科担任制、学校行事や学習内容のち

がい等が影響していると考えられる。

地域との関わり・社会に対する興味・関心

・新聞をほぼ毎日読んでいると回答した割合が 3 割に満たない。ニュースを知る主なきっかけが、テ

レビ、インターネット、SNS 等に移行していることが考えられる。

自尊意識

・自分にはよいところがあると回答した割合は、約 7割である。学習やその他の活動の振り返りを通

して、達成感を味わえていないことが考えられる。また、心身の発達にともなう心や体の変化につ

いいて、安心感をもつことが難しい状況にあることも考えられる。

規範意識

・いじめは許されないという認識が、年齢が上がるにしたがい若干薄れる傾向にある。SNS 等の普及に

ともなうコミュニケーションの変化等が、規範意識に影響していると考えられる。

◆情報モラル教育の確実な推進

・昨年度から杵築市で取り組んでいる情報モラル「1 校１授業」を確実に実施する。ネットトラブルの

未然防止、相手の「顔」が見えないからこそ必要な「情報モラル」。

◆家庭との協働を推進

・児童生徒質問紙から見えてきた杵築市全体の傾向について、具体的な数値を示しながら保護者に協

力を依頼する。

◆子ども新聞の活用

・各新聞社が授業用のﾜｰｸｼｰﾄ等を無料でネット配信している。A４１枚のものが多いので、朝自習等の

短時間で取り組むことも可能である。

◆評価の本質は、成果を学習者に返すこと

・評価は指導の手立てでもあり、学級づくり、授業づくりの手立てでもある。総評ではなく、めあて・

ねらいにそった具体的な評価を子どもたちに返す。具体的に「褒める」「励ます」、ときには「叱る」。

◆多様な人材活用

・教育センター出前研修、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、ICT 支援員、地域

人材等を積極的に活用する。（ただし、あくまでも学校が主体となって）

総合的な学習の時間

・各教科にくらべて、児童生徒の必要感に対して、活動内容が応えきれていない傾向にある。「総合的

な学習の時間」を通して、児童生徒が課題解決的な体験を実感できていないと考えられる。

◆学習で得た知識や技能を活用する場面を生み出すための、教科横断的な発想

・ねらいを明確にしたうえで、活動を企画する。その活動の中で、どの教科のどんな知識や技能が関

連しているのかを子どもたちが実感できる場面を生みだす。


