
                     
平成２７年度  

 全国学力・学習状況調査 
      および結果の受け止め 
        

臼杵市教育委員会 学校教育課 

１ 



平成２７年度 全国学力・学習状況調査 結果一覧表（小学校） 

小学校 
国語A 
正答率 

国語B 
正答率 

算数A 
正答率 

算数B 
正答率 

理科 
正答率 

  全国（公立） 70.0  65.4  75.2  45.0  60.8  

  大分県（公立） 71.5  66.7  76.7  44.6  62.8  

  臼杵市 72.6  66.9  75.6  41.9  62.8  

臼杵市全体の結果（小学校） 

 本市の調査結果 

小学校 

   国語A、国語B、算数A、理科において全国 

 平均をこえる。算数Bに課題。 

２ 



臼杵市全体の結果（中学校） 

 本市の調査結果 

平成２７年度 全国学力・学習状況調査 結果一覧表（中学校） 

中学校 
国語A 
正答率 

国語B 
正答率 

数学A 
正答率 

数学B 
正答率 

理科 
正答率 

  全国（公立） 75.8  65.8  64.4  41.6  53.0  

  大分県（公立） 75.9  65.6  63.0  39.4  52.9  

  臼杵市 75.1  64.0  61.4  37.1  52.2  

中学校 

      全国平均を超える項目なし。 

３ 



小算B⇒何が足りなかったのか？ 

平均正答率 全 国 ４５．２％        
         臼杵市４１．９％ 
  

平均正答数  全 国  ５．９問        
          臼杵市 ５．４問 
  

－３．３％ 

－０．６問 

この差を小問でみると・・・ 
４ 



４（３） 目標に達するには，１２月に３０００個のキャップを
集めればよいわけを書く 

【正答の条件】 全てまたは①②③または①③④または①③ 

①実際の数よりも小さい数にして見積もっていること 

②見積もりの結果は、７０００個であること 

③集めた数は、見積もりの７０００個より多いこと 

④１２月に３０００個集めれば目標に達すること 

臼杵市の正答率      １３．１％ 

臼杵市の誤答類型６＋７ ３０．３％ 
  ６，７は①の記述がない（だけ）。 

果たして、30.3％の臼杵市の子どもには
活用力がないのか？ ５ 



中数Bの「２」 <文字式の活用>の内容 
平成２６年度 習熟度別指導推進教員 芦刈 信雄教諭（中・数） ５月 ２７日（火）公開 

【課題】たてに並んだ３つの数の和がいつも３の倍数になることを文字を使って 
    どんな説明をしますか 
 

①個で考えを持つ場の保障    ②文字で表す必然性を持たせる    ③３つの「和」につなげる 

カレンダーにひそむ秘密をさぐろう 
 
【問題】「たてに並んだ３つの数の 
     和についてどんなことが 
     わかりますか」 

９０度倒し
て・・・ 

【まとめ】真ん中の数を 
     「ｎ」とすればよい。 

昨年度の公開授業での実践とほぼ
同じ内容が今年度の問題に出題さ
れる！！ 

実は・・・ 

６ 



 本年度の調査にも新聞に関連する問題が出題！！ 

 小国B 「１」 学校新聞づくり 
     “NIE”と１００％関連 

 中国B 「２」 情報を組み合わせて 
          読む 
 社会科や新聞資料と密接に関連 

臼杵市立北中学校でのNIE教育の実践 
（来年度，全国大会で実践発表） 

また 

７ 



授業改善の必然性～求められる学力の変化～  
•高校入試が変わった！ 
   ５分延長（４５分→５０分）、10点加算（50点→６０点） 
   単純に問題数が増えるわけではなく、 
   表現力を問う問題、記述式がつけ加えられる 
     対応できる力をつけていくには、普段の授業において 
     「これ」、「あれ」で伝えあうのでは・・・？？？ 

•大学入試も劇的に変化している！    
   
   英語力、問題解決能力が問われる時代 
  時代とともに求められる学力の変化に対応 
   

        

    今、求められている学力観の変化と 
            入試制度との関係 

さらに 

８ 



大学入試も変わる！（英語の例）    
   

 英語力、問題解決能力が問われる時代 
  
        英語４技能（聞く、話す、読む、書く）の 
      間接測定から直接測定への変化    
   

  
        

 
 

聞く    
   

  
        

 
 

話す    
   

  
        

 
 

読む    
   

  
        

 
 

書く    
   

  
        

 
 

読む    
   

  
        間接測定 直接測定 

９ 



ぜひ共通理解しておきたいこと 

③他校の取組に高い関心を持ち、よい情報を 
 共有する。 
 小⇔小の連携、小⇔中の連携 

②授業公開に参加し、よさを取り入れる。 
⇒授業を介して、他の先生から学びを得る。 
⇒子どもの姿から学ぶ（授業記録を残す） 
  

①子どもたちに求められている学力（観）が変 
 化していること。また、それに即した授業実 
 践を行うことが、教師の使命であること。 

すべては、子どもたちのため １０ 



児童生徒質問紙から 
みえてくるもの 

（臼杵市の喫緊の課題に焦点化して） 

１１ 



質問番号３８  
 自分の考えを発表する機会が与えられていたと思いますか。  

小６ 

中３ 

子ども自身が学習の主体者であると自覚して
いる結果とはいえない・・・。 

１２ 



質問番号４７  
授業の中で，わからないことがあったらどうすることが多いですか？ 

小６ 

中３ 

その場で先生にたずねることができる関係を築くことは出来てい
る。反面、子どもにそのままにさせてしまっている。 

１３ 



質問番号８  
  友達と話し合うとき，友達の話や意見を最後まで聞くことができますか 

小６ 

中３ 

聞く力の育成 

   ⇒臼杵市全体の喫緊の課題 １４ 



今後の授業改善に向けて 

１５ 



本年度 臼杵市の学力向上の取組 

１．授業改善（特に中学校に重点） 

２．読書活動・学校図書館活用推進 

  （図書館を活用した授業研究の継続・徹底） 

３．家庭・地域との連携 

  （家庭・地域の力を学校教育に活かす） 

  ＜学力調査からみえてくる臼杵市の現状と課題＞ 

小学校→活用問題にも対応できる力が着実についてきている。 

中学校→全体的に望ましくない。特に活用問題に課題。 

１６ 



授業改善（新大分スタンダードの徹底） 

○課題とまとめの呼応（整合性を持たせる） 

○「板書プレート」の活用の徹底      

○「３・９チェック」を活用した授業観察の日常化 

○学力向上支援教員及び習熟度別指導推進教員の授業 

  をモデルとした良い授業の普及 

○ICTを活用した授業実践の推進 

「臼杵市の力点」として落とし込むと・・・ 

生徒指導の 
三機能を意識 

１７ 

1. 「課題」と「まとめ（振り返り）」のある授業の徹底 

2. 板書の構造化、板書とノートの一体化 

3. 習熟の程度に応じた指導の強化 

4. 問題解決的な展開の授業実践 



授業改善ツール 
「３・９チェック」 

• ３つのポイント 

 ９つのチェック項目 

• サンキュー 

 見てくれてありがとう 

 見せてくれてありがとう 

見て欲しいところ
をアピール 

学校全体で取り組む 

１８ 



 

臼杵市の課題の把握   日頃の授業について教職員アンケート実施     

     （板書、授業改善、生徒の学力の把握状況、ＩＣＴ活用、授業の困りなど） 
         
  

 （アンケート） 

授業力向上プロジェクト２０１５ 
     数学科            （     ）中学校（       ） 
 

次のアンケートにお答え下さい。 

 １，日常の授業の中での「課題」と「まとめ」について 

     ➀ 板書プレートが 

        ア 各教室にある 

        イ 各教室になし 

        ウ 自作のものがある 

     ➁ 教科の授業の中で 

        ア 毎時間板書に位置づけている  

      イ 毎時間板書に位置づけている  

      ウ 時々板書に位置づける   

 

 ２、「授業改善」について 

     ➀授業改善が必要だと思いますか？ 

        ア 必要である 

         理由：  

 

 

        イ 必要だと思わない 

         理由： 

 

 

    ➁➀でアと答えた人は、どのような視点で必要だと思いますか？ 

     ○をつけて下さい。（複数可） 

       ア 基礎基本の定着のため    イ 活用力の向上のため 

       ウ 表現力の向上のため     エ 低学力層の手立て 

       オ 習熟度別授業        カ 問題解決型授業 

       キ その他（                ） 

 

 ３、自分の担当している（学年や学級）生徒の学力の実態について 

      ア 把握している 

         学力の課題： 

 

 

      イ まだあまり把握できていない 

         理由： 

 

 

 ４、授業において、困りがあれば書いて下さい。 

 

 

 

 

 

  

 

 様式１ 

 国語、数学、英語アンケートより 

・授業改善が必要である１００％ 
  活用力、表現力向上 

  低学力層の指導の手立て 

  「課題」と「まとめ」 

  教師がしゃべりすぎてしまう   等 

・授業の困りがある 
  授業規律 学力差 

・ＩＣＴ活用の必要性 
  研修、環境整備 等 

  
学校別アンケート結果→各中学校校長先生 

教科別アンケート結果→臼教研教科部会（国、数、英）班長の先生方     

        後日送付 

 

 

 

１９ 



教職員アンケート結果より 

（１）日常の授業の中での「課題」と「まとめ」について 
・「課題」「まとめ」の板書プレートは、全学校で各教室に準備されており、 ほぼ毎時 
  間板書に位置づけられている。 
・中には自作の教科プレートを作成して使っている事例もある。 
   △課題とまとめの整合性がない場合もある（授業観察より） 
（２）「授業改善」について 
      １００％の教員が、授業改善が必要であると考えている 
 （その理由）・教師がしゃべりすぎてしまう    ・教え込む授業になっている 
       ・生徒の変化と社会の変化に対応するため 
       ・自己流でやっている、統一してやっていくと生徒が困らないと思う 
       ・わかる授業のために、先輩の授業を見せてほしい 
       ・生徒の力が充分ついているとは思えないから 
       ・課題解決型授業     ・言語活動を取り入れる 
       ・伝統や感性にしたがった授業が多く、学力向上につながる理論に基        
        づいていない        
       ・表現力をつける授業へ  ・思考する時間の確保 
       ・生徒が興味を持ち達成感のある授業に取り組み、学力向上につなげたい 
       ・課題とまとめの関連性 
 

２０ 



アンケート結果より 

 （３）自分の担当している（学年や学級）生徒の学力の実態についての課題 

      表現力～発表（自分の考えを持ち，理論立てて発表する力）   書くこと 

      低学力層が多い、学力が定着しない 

      じっくり読み深く考えることができない 読解力の不足 

      集中力に欠ける    家庭学習の習慣が身についていない。 

 （４）ＩＣＴ活用について 

           日常的に使う  ３１％   「使うこともある」を含める 

           使っていない  ６９％ 

   （使っていない理由） ・機器の不足 

          ・プロジェクターの奪い合いになることもある 

          ・私用のものを使うこともある  ・準備に時間がかかる 

          ・機械に弱い   ・上手な使い方がわからない 

 （５）授業においての困り  

      授業規律が守れない 私語が多い、授業がストップする 

      授業力向上に不安、教わりたい 

      ICT機器の充実を希望～TVや持ち運びのPCなど 

      忙しくて空き時間がなく、教材準備の時間がない 

      学力差が大きく、習熟度別授業がやりたい やる気のない生徒への手立て 

 

２１ 



  授業改善の手立てとして、ＩＣＴの活用を取り入れる  

   (Information and Communication Technology)    

         「情報通信技術」 

 わかりやすい授業 
    教材を視覚的に提示し、低学力層にもわかりやすい。 

  生徒の表現力の向上 
    生徒のノートを写しだしたりし,前で発表させ表現力をつける。  

                      などの効果が期待できる。 

   

  ＩＣＴを使うことが目的ではなく、ＩＣＴを活用することに 
  よって、生徒にどんな力をつけたいのか【思考力・判断力・ 
  表現力】をはっきりさせる 
   ※「ＩＣＴを使ったから良い授業」というエラーをおこさない 
 
 不易と流行  不易なものを大切にしながら・・・   

  生徒への声かけ  人間性   

  生徒との人間関係(信頼関係） 
  教職員の信頼関係      

２２ 



分析からの授業改善策 

生徒質問紙からわかるように、授業改善が必
要な項目を視点におき、教職員の意識改革とと
もに組織的に取り組む「具体的な手立て」を学
力向上、授業力向上プランへ。 

 特に、「話し合う活動を取り入れたり」、「自分
の考えを表現したり」、「活用力をつけたり」する
改善策が必要。 

 組織的な授業改善 
   １５の春、臼杵っこ「自己実現」のための学力向上 

２３ 



    臼杵市中学校授業力向上プロジェクト２０１５ 
 

  

Ｈ２６年度全国学力・学習状況調査   Ｈ２６年度大分県学力定着状況調査    

Ｄ 

臼杵っこの学力向上に向け、「わかった」「できた」の声が聞こえる授業をめざして授業力向上を組織的に進める 

Ｈ２６年度臼杵市基礎基本テスト 

        

  

組織的な授業改善  → １５の春、臼杵っこ「自己実現」のための学力向上 

     

  

  

  

  

    

         

   「組織的に学力向上の取組が必要」～学力向上のための授業力向上策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

臼杵市中学
校の現状 

（平均）     

【授業改善～国語・数学・英語を中心にＰＤＣＡサイクルづくり】 

【国語科】 【数学科】 【英語科】  

【小中のりいれ授業】小中一体教育 

のりいれ授業  中→小 
★数学科習熟度別指導推進教員       
  荒木教諭  西中から西ブロックの小学校 
★英語科習熟度別指導推進教員 
 中島教諭 野津中から野津ブロックの小学校 
★理科学力向上支援教員 
 金子教諭  北中から北ブロックの小学校 
小学校と中学校の扉を開ける 
  中学校の専門性、小学校の丁寧さを 
  学びあいながら授業改善 

問題解決型の授業モデル 
（つかむ・考える・練りあう・まとめる）を策定し、
荒木教諭（数学）と板井教諭（算数）から発信 

【臼杵市算数数学モデル策定】 

 平成２６年度全国学力テスト         平均を超える項目無し、特に記述するＢ問題が極端に低い。 
 平成２６年度大分県学力定着状況調査  国語の知識、数学の活用、英語の知識と活用は偏差値５０を下回る 
 平成２６年度臼杵市基礎基本テスト    全項目で全国平均を下回る  

   

１ 授業視察Ｐ 
  （別府市北村教諭） 
２ 授業視察の学びを生かし 
  「授業改善テーマ」設定Ｐ 
３ 授業実践Ｄ 
４ 授業観察指導Ｃ  
  自己改善策づくり 
５ 基礎基本テスト分析Ｃ 
  低学力層への手立てなど 
  更なる授業改善Ａ 
   

取組の検証指標 

    
 【全国学力テスト】        大分県平均を超える 
【大分県学力定着状況調査】 偏差値５０を上回る 
【臼杵市基礎基本テスト】 全国平均を超える   
  
 

１ 授業視察Ｐ 
   （臼杵市中島教諭） 
２ 授業視察の学びを生かし 
  「授業改善テーマ」設定Ｐ 
３ 授業実践Ｄ 
４ 授業観察指導Ｃ  
  自己改善策づくり 
５ 基礎基本テスト分析Ｃ 
  低学力層への手立てなど 
  更なる授業改善策Ａ 

１ 授業視察Ｐ 
  （竹田市後藤指導教諭） 
２ 授業視察の学びを生かし 
  「授業改善テーマ」設定Ｐ 
３ 授業実践Ｄ 
４ 授業観察指導Ｃ  
  自己改善策づくり 
５ 基礎基本テスト分析Ｃ 
  低学力層への手立てなど 
  更なる授業改善策Ａ 

教科部会の活性化 表現力のある生徒の育成のための言語活動のあり方、「まとめ」の重要視等 

 

【臼杵市基礎・基本テストの活用】 
１月の臼杵市基礎基本テストの分析を行い、弱点領域を次の学年になる４月までに弱点補強 
特に低学力層への手立てを行う ユニバーサルデザイン授業 

整合性のある課題とまとめが位置
付いた板書１００％ 

時代とともに求めら
れる学力の変化 

授業改善の必要性 

２４ 



授業改善に向けて 不易と流行を大切にしながら 

・学びあう授業  ・学習過程の明確化 

・書く活動、話す活動のレベルアップ  を軸に 

・「課題」と「まとめ」の呼応 

・問題解決型授業 

・ＩＣＴの効果的活用        など   

     各学校の実態に応じて 授業力向上プラン→学力向上プラン 

         ＰＤＣＡサイクルを取り入れ、学力向上プランも更新 

 先生がしゃべりすぎない授業を 
    また言語活動を取り入れたから良い授業というエラーをおこさない。 

    「たくさん意見が出た」ではなく「深めあう意見交流であったか」を検証する。 

    言語活動を単元計画の中で、適切に位置づける。 

                                     アクティブラーニングへ 

２５ 



 
 今後 国語・数学・英語 を中心に 
                ＰＤＣＡサイクルをマネジメント 

 
    

 臼教研教科部会の活性化 

 ２学期  

   各自の授業改善テーマに基づき授業観察  

   中学校 市内６校   

   習熟度別指導推進教員、指導主事が 

   学校訪問 ～問題解決型授業へのシフト～ 

 ３学期  

   １月の臼杵市基礎基本テストの分析  

   低学力層への手立て 弱点補強策  

 

２６ 


