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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（小学校：国語） 

・平均正答率が、全国、大分県の平均正答率を下回っている。 

・正答数１３問以上（１５問中）の上位層の割合が全国や大分県に比べて小さい。 

・「話すこと・聞くこと」の平均正答率は、全国、大分県の平均正答率を上回っている。 

・「書くこと」「読むこと」の平均正答率は、全国、大分県の平均正答率を下回っている。 

・漢字の読み書き、言語事項の定着に課題が見られる。 

小学校：国語Ａ 

小学校：国語Ｂ 

・平均正答率は、全国、大分県の平均正答率を下回っている。 
・正答数９問以上（１０問中）の上位層の割合が全国や大分県に比べて小さい。 
・正答数４問から６問（１０問中）の中位層の割合が全国や大分県に比べて大きい。 
・「読むこと」の平均正答率は、全国、大分県の平均正答率を下回っている。 
・「話すこと・聞くこと」の平均正答率は、全国、大分県の平均正答率を下回っている。 

小学校：国語Ａ 

小学校：国語Ｂ 

・漢字の読み書き、語句の意味等、基礎的な言語事項が定着するよう反復学習を日常的に行う。 

・「めあて」と課題の設定により学習の意欲を高め、つけたい力を明確にした授業を行う。 

・板書とノートの一体化をはかり、きめ細かいノート指導を行う。 

・自分の考えを書いたり、話したりする活動を取り入れた授業を進める。 

・学習したことを家庭学習に連動させ、基礎基本の定着をはかる。 

・自分の考えをもたせ、根拠を明確にして説明する活動を取り入れた授業を進める。 
 （ワークシート、ホワイトボード、ICT 機器等の活用） 
・学び合いを取り入れた授業展開の工夫を行う。 
・視点を焦点化して文章を書いたり、意見交流をしたりする授業を進める。 
・難しいと思われるような問題や課題にも取り組む手立てを講じる。 
・「単元を貫く言語活動」を重要な手立てとする授業づくりを進める。 
・全国学力・学習状況調査Ｂ問題を授業の中に取り入れていく。 
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平成２７年度 全国学力・学習状況調査結果（小学校：算数） 

・平均正答率は、全国値は上回ったが、大分県の平均正答率を下回っている。 
・正答数７問から１１問（１７問中）の中位層の割合が全国や大分県に比べてやや大きい。 
・「量と測定」の平均正答率は、全国、大分県の平均正答率を上回っている。 
・「数と計算」「図形」の平均正答率は、全国値は上回ったが、大分県の平均正答率を下回っている。 
・「数量関係」の平均正答率は、全国、大分県の平均正答率をやや下回っている。 

小学校：算数Ａ 

小学校：算数Ｂ 

・平均正答率は、全国や大分県の平均正答率を下回っている。 
・正答数１１問以上（１３問中）の上位層の割合が全国や大分県に比べて小さい。 
・正答数１問から４問（１３問中）の下位層の割合が全国や大分県に比べて大きい。 
・「数と計算」「量と測定」「図形」「数量関係」のすべてにおいて、平均正答率は、全国、大分県の 

平均正答率を下回っている。活用力に課題が見られる。 

小学校：算数Ａ 

小学校：算数Ｂ 

・「めあて」や課題を明確にし、学習に対する意欲を高め、見通しをもたせる授業を進める。 

・計算や用具の使い方、図や表の見方等、基礎的な事項が定着するよう反復学習を日常的に行う。 

・教材や教具の工夫を行い、つけたい力を明確にした授業を行う。 

・板書とノートの一体化をはかり、きめ細かいノート指導を行う。 

・自分の考えを書いたり、話したりする活動を取り入れた授業を進める。 

・学習したことを家庭学習に連動させ、基礎基本の定着をはかる。 

・自分の考えをもたせ、根拠を明確にして説明する活動を取り入れた授業を進める。 
 （ワークシート、グラフや表、ホワイトボード、ICT 機器等の活用） 
・考えを交流し合うなど、学び合いを取り入れた授業展開の工夫を行う。 
・習熟度に応じた教材教具、ヒントカード、評価テスト等の工夫を行う。 
・難しいと思われるような問題や課題にも取り組む手立てを講じる。 
・全国学力・学習状況調査Ｂ問題を授業の中に取り入れていく。 
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平成２７年度 全国学力・学習状況調査結果（小学校：理科） 

・平均正答率が、全国、大分県の平均正答率を大きく下回っている。 

・正答数２０問以上（２４問中）の上位層の割合が全国や大分県に比べて小さい。 

・「主として『知識』に関する問題」「主として『活用』に関する問題」ともに、全国、大分県の平均

正答率を大きく下回っている。 

・「物質」「エネルギー」「生命」「地球」の平均正答率は、全国、大分県の平均正答率を下回っている。 

 

小学校：理科 

小学校：理科 

・計算や用具の使い方、図や表の見方、語句の意味等、基礎的な事項が定着するよう反復学習を日常

的に行う。 

・「めあて」と課題の設定により学習の意欲を高め、つけたい力を明確にした授業を行う。 

・板書とノートの一体化をはかり、きめ細かいノート指導を行う。 

・自分の考えを書いたり、話したりする活動を取り入れた授業を進める。 

・学習したことを家庭学習に連動させ、基礎基本の定着をはかる。 

・自分の考えをもたせ、根拠を明確にして説明する活動を取り入れた授業を進める。 
 （ワークシート、グラフや表、ホワイトボード、ICT 機器等の活用） 
・考えを交流し合うなど、学び合いを取り入れた授業展開の工夫を行う。 
・習熟度に応じた教材教具、ヒントカード、評価テスト等の工夫を行う。 
・難しいと思われるような問題や課題にも取り組む手立てを講じる。 
・全国学力・学習状況調査Ｂ問題を授業の中に取り入れていく。 
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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（中学校：国語） 

・平均正答率は、全国、大分県の平均正答率を下回っている。 
・正答数２８問以上（３３問中）の上位層の割合が全国や大分県に比べて小さい。 
・正答数１４問から２７問（３３問中）の中位層の割合が全国や大分県に比べて大きい。 
・「話すこと・聞くこと」「読むこと」の平均正答率は、全国、大分県の平均正答率を大きく下回って

いる。 
・「書くこと」の平均正答率も、全国、大分県の平均正答率をかなり下回っている。 
・言語事項の定着に課題が見られる。 

中学校：国語Ａ 

中学校：国語Ｂ 

・平均正答率は、全国、大分県の平均正答率を下回っている。 
・正答数６問以上（９問中）の上位層の割合が全国や大分県に比べて小さい。 
・正答数３問から５問（９問中）の中位層の割合が全国や大分県に比べて大きい。 
・「書くこと」の平均正答率は、全国、大分県の平均正答率を大きく下回っている。 
・「話すこと・聞くこと」「読むこと」の平均正答率も、全国、大分県の平均正答率を下回っている。 

中学校：国語Ａ 

中学校：国語Ｂ 

・漢字の読み書き、語句の意味等、基礎的な言語事項が定着するよう反復学習を日常的に行う。 

・課題の設定により学習の意欲を高め、つけたい力を明確にした授業を行う。 

・板書とノートの一体化をはかり、きめ細かいノート指導を行う。 

・自分の考えを書いたり、話したりする活動を取り入れた授業を進める。 

・学習したことを家庭学習に連動させ、基礎基本の定着をはかる。 

・自分の考えをもたせ、根拠を明確にして説明する活動を取り入れた授業を進める。 
 （ワークシート、ホワイトボード、ICT 機器等の活用） 
・学び合いを取り入れた授業展開の工夫を行う。 
・視点を焦点化させ文章を書いたり、意見交流をしたりする授業を進める。 
・難しいと思われるような問題や課題にも取り組む手立てを講じる。 
・「単元を貫く言語活動」を重要な手立てとする授業づくりを進める。 
・全国学力・学習状況調査Ｂ問題を授業の中に取り入れていく。 
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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（中学校：数学） 

・平均正答率は、全国、大分県の平均正答率を下回っている。 
・正答数３０問以上（３６問中）の上位層の割合が全国や大分県に比べて小さい。 
・正答数１５問から２８問（３６問中）の中位層の割合が全国や大分県に比べて大きい。 
・「資料の活用」の平均正答率は、全国、大分県の平均正答率を上回っている。 
・「数と式」「図形」「関数」の平均正答率は、全国、大分県の平均正答率を下回っている。 

中学校：数学Ａ 

中学校：数学Ｂ 

・平均正答率は、全国、大分県の平均正答率を下回っている。 
・正答数１３問以上（１５問中）の上位層の割合が全国や大分県に比べて小さい。 
・正答数１問から４問（１５問中）の下位層の割合が全国や大分県に比べて大きい。 
・「数と式」の平均正答率は、全国、大分県の平均正答率を下回っている。 
・「図形」「関数」「資料の活用」の平均正答率は、全国、大分県の平均正答率を大きく下回っている。 

中学校：数学Ａ 

中学校：数学Ｂ 

・課題を明確にすることで、学習に対する意欲や見通しをもたせる。 

・計算や用具の使い方、図や表の見方等、基礎的な事項が定着するよう反復学習を日常的に行う。 

・教材や教具の工夫を行い、つけたい力を明確にした授業を行う。 

・板書とノートの一体化をはかり、きめ細かいノート指導を行う。 

・自分の考えを書いたり、話したりする活動を取り入れた授業を進める。 

・学習したことを家庭学習に連動させ、基礎基本の定着をはかる。 

・習熟度に応じた授業改善を推進する。 

・自分の考えをもたせ、根拠を明確にして説明する活動を取り入れた授業を進める。 
 （ワークシート、グラフや表、ホワイトボード、ICT 機器等の活用） 
・考えを交流し合うなど、学び合いを取り入れた授業展開の工夫を行う。 
・習熟度に応じた教材教具、ヒントカード、評価テスト等の工夫を行う。 
・難しいと思われるような問題や課題にも取り組む手立てを講じる。 
・全国学力・学習状況調査Ｂ問題を授業の中に取り入れていく。 
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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（中学校：理科） 

・平均正答率は、全国、大分県の平均正答率を大きく下回っている。 
・正答数２１問以上（２５問中）の上位層の割合が全国や大分県に比べて小さい。 
・正答数１問から９問（２５問中）の下位層の割合が全国や大分県に比べて大きい。 
・「主として『知識』に関する問題」「主として『活用』に関する問題」ともに、全国、大分県の平均

正答率を大きく下回っている。 

・「物理的領域」「科学的領域」「生物的領域」「地学的領域」の平均正答率は、全国、大分県の平均正

答率を下回っている。 

中学校：理科 

中学校：理科 

・課題を明確にすることで、学習に対する意欲や見通しをもたせる。 

・計算や用具の使い方、図や表の見方等、基礎的な事項が定着するよう反復学習を日常的に行う。 

・教材や教具の工夫を行い、つけたい力を明確にした授業を行う。 

・板書とノートの一体化をはかり、きめ細かいノート指導を行う。 

・自分の考えを書いたり、話したりする活動を取り入れた授業を進める。 

・学習したことを家庭学習に連動させ、基礎基本の定着をはかる。 

・習熟度に応じた授業改善を推進する。 

・自分の考えをもたせ、根拠を明確にして説明する活動を取り入れた授業を進める。 
 （ワークシート、グラフや表、ホワイトボード、ICT 機器等の活用） 
・考えを交流し合うなど、学び合いを取り入れた授業展開の工夫を行う。 
・習熟度に応じた教材教具、ヒントカード、評価テスト等の工夫を行う。 
・難しいと思われるような問題や課題にも取り組む手立てを講じる。 
・全国学力・学習状況調査Ｂ問題を授業の中に取り入れていく。 
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１ 調査結果の概要 

 
 
 

肯定的回答の数値 

質問事項 全国 津久見市 

朝食を毎日食べていますか 95.6  93.6  

毎日，同じくらいの時刻に寝ていますか 79.5  72.1  

毎日，同じくらいの時刻に起きていますか 91.0  89.2  

ものごとを最後までやり遂げて，うれしかったことがありますか 94.5  90.0  

難しいことでも，失敗を恐れないで挑戦していますか 76.4  72.8  

自分には，よいところがあると思いますか 76.4  62.2  

友達の前で自分の考えや意見を発表することは得意ですか 51.2  47.9  

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 92.9  88.1  

将来の夢や目標を持っていますか 86.5  88.6  

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   ⇒３時間以上の数値  
17.0  17.8  

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（携帯電話やスマートフォンを使ってゲームをする時間は除く）   ⇒３時間以上の数値 
5.7  6.4  

家の人（兄弟姉妹を除く）と学校での出来事について話をしますか 79.5  67.9  

家の人（兄弟姉妹を除く）は，授業参観や運動会などの学校の行事に来ますか 96.6  93.6  

学校に行くのは楽しいと思いますか 87.0  80.7  

あなたの学級では，学級会などの時間に友達同士で話し合って学級のきまりなどを決め

ていると思いますか 
80.5  63.6  

学級みんなで協力して何かをやり遂げ，うれしかったことがありますか 86.1  78.6  

学校のきまりを守っていますか 91.1  86.5  

人の気持ちが分かる人間になりたいと思いますか 93.9  88.5  

いじめは，どんな理由があってもいけないことだと思いますか 96.2  93.6  

児童（小６）質問紙より 

平成２７年度 全国学力・学習状況調査結果（児童・生徒質問紙） 



人の役に立つ人間になりたいと思いますか 93.7  87.8  

５年生までに受けた授業では，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 
86.7  83.6  

５年生までに受けた授業では，学級の友達との間で話し合う活動をよく行っていたと思い

ますか 
85.2  79.3  

５年生まで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 86.3  83.6  

５年生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たと思いますか 75.3  67.2  

５年生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 
87.1  82.1  

４００字詰め原稿用紙２～３枚の感想文や説明文を書くことは難しいと思いますか 60.1  74.3  

国語の勉強は好きですか 61.1  56.5  

国語の授業の内容はよく分かりますか 82.0  67.1  

算数の勉強は好きですか 66.6  62.1  

算数の授業の内容はよく分かりますか 81.0  74.3  

理科の勉強は好きですか 83.5  72.1  

理科の授業の内容はよく分かりますか 87.9  77.8  

 
【全国平均より 10 ポイント以上肯定的回答が低い項目】 

●自分には，よいところがあると思いますか (学校間格差が激しい) 
●家の人（兄弟姉妹を除く）と学校での出来事について話をしますか(すべての小学校が低い) 

●あなたの学級では，学級会などの時間に友達同士で話し合って学級のきまりなどを決めていると思い

ますか 
※普段，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 ⇒学校によっては、３人に１人以上が３時間以上 
※普段，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（携帯電話やスマート

フォンを使ってゲームをする時間は除く）⇒学校によっては、４人に１人以上が３時間以上 

⇒基本的生活習慣・情報機器に関するルール確立徹底の必要性 

 

【全国平均より５ポイント以上肯定的回答が低い項目】 

●毎日，同じくらいの時刻に寝ていますか 
●学校に行くのは楽しいと思いますか 
●学級みんなで協力して何かをやり遂げ，うれしかったことがありますか 

●人の気持ちが分かる人間になりたいと思いますか 
●人の役に立つ人間になりたいと思いますか 
◆５年生までに受けた授業では，学級の友達との間で話し合う活動をよく行っていたと思いますか 
◆５年生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たと思いますか 
◆５年生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 
    ⇒授業改善の必要性 
 

 



 

 

 

 

肯定的回答の数値 

質問事項 全国 津久見市 

朝食を毎日食べていますか 93.5  95.4  

毎日，同じくらいの時刻に寝ていますか 75.2  69.1  

毎日，同じくらいの時刻に起きていますか 92.1  93.7  

ものごとを最後までやり遂げて，うれしかったことがありますか 94.2  90.9  

難しいことでも，失敗を恐れないで挑戦していますか 68.8  66.4  

自分には，よいところがあると思いますか 68.1  65.4  

友達の前で自分の考えや意見を発表することは得意ですか 49.6  40.0  

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 93.0  94.5  

将来の夢や目標を持っていますか 71.7  62.8  

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     ⇒

３時間以上の数値 

20.5  23.7  

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（携帯電話やスマートフォンを使ってゲームをする時間は

除く）   ⇒３時間以上の数値 

18.2  25.5  

家の人（兄弟姉妹を除く）と学校での出来事について話をしますか 73.7  75.5  

家の人（兄弟姉妹を除く）は，授業参観や運動会などの学校の行事に来ますか 83.4  91.8  

学校に行くのは楽しいと思いますか 82.1  85.5  

あなたの学級では，学級会などの時間に友達同士で話し合って学級のきまりなどを決め

ていると思いますか 
78.3  86.3  

学級みんなで協力して何かをやり遂げ，うれしかったことがありますか 84.2  85.5  

学校のきまりを守っていますか 94.4  93.6  

人の気持ちが分かる人間になりたいと思いますか 94.9  94.6  

いじめは，どんな理由があってもいけないことだと思いますか 93.7  95.5  

人の役に立つ人間になりたいと思いますか 93.7  95.4  

１．２年生のときに受けた授業では，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 
85.9  68.2  

１．２年生のときに受けた授業では，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 
78.2  85.4  

１．２年生のとき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 
79.7  80.0  

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 
59.3  70.0  

生徒（中３）質問紙より 



１．２年生のとき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 
73.7  89.1  

４００字詰め原稿用紙２～３枚の感想文や説明文を書くことは難しいと思いますか 64.4  59.1  

国語の勉強は好きですか 60.5  52.7  

国語の授業の内容はよく分かりますか 74.3  71.8  

数学の勉強は好きですか 56.0  53.7  

数学の授業の内容はよく分かりますか 71.6  69.0  

理科の勉強は好きですか 61.9  58.1  

理科の授業の内容はよく分かりますか 66.8  65.4  

 

全国平均より 10

ポイント以上低い 

 

全国平均より５ポ

イント以上低い 

 

全国平均より低い 

 

全国平均より高い 

 

赤色数字 

全国平均より５ポ

イント以上高い 

 

 

【全国平均より 10 ポイント以上肯定的回答が低い項目】 

●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（携帯電話やスマートフォンを使ってゲームをする時間は除く） 

   ⇒４時間以上 11人(10％) ３時間以上 17 人(15.5％) (４人に１人以上が３時間以上) 

※普段，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 ⇒学校によっては、約３割が３時間以上 
⇒基本的生活習慣・情報機器に関するルール確立徹底の必要性 

 

◆１．２年生のときに受けた授業では，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 

   ⇒授業改善の必要性 

※自分には，よいところがあると思いますか ⇒学校間格差が激しい 

 

 

【全国平均より５ポイント以上肯定的回答が低い項目】 

●毎日，同じくらいの時刻に寝ていますか 

●友達の前で自分の考えや意見を発表することは得意ですか 

●将来の夢や目標を持っていますか⇒学校間格差が激しい 

◆４００字詰め原稿用紙２～３枚の感想文や説明文を書くことは難しいと思いますか 

 

 

 



２ 津久見市の児童･生徒質問紙の調査結果をふまえて 

 

全校で学習環境の改善に取り組む 

 

●各校における学力向上プラン（学力向上対策）の作成・実践 

・各校で学力調査を分析し、改善策を共通理解し、実践する 

・学期ごとに、成果と課題、今後の取り組みについてまとめる 

 

●各校にて結果分析、学力向上対策の再点検と徹底のための会議の開催。 
  →結果をいち早く全体で共有し、当該学年の問題としてではなく、全教職員が全体の問題として

とらえる。 
→「学力・学習状況調査」と「児童生徒質問紙」の結果について、全教職員で 

危機感を持つ。 
 
●学校や学年としての具体的な対策を示して、学校と保護者が一体となった取組を提案・共有化する。 

◆授業と結びついた家庭学習の工夫 

・「家庭学習のてびき」を作成し、保護者との連携を進める 

・家庭学習の内容を検討し、授業と連動した家庭学習を推進する 

 ◆基本的生活習慣の確立に向けての家庭との協働 

  ・津久見市の生活心得「津久見の子ども(小中学生) みんなで守ろう！」の定着の推進 

  ・情報機器に関する共通ルールの順守 

 
●「新大分スタンダード」の実践。 
 →各校、児童生徒の実態に応じて、どの部分に特に力点を置いて取り組んでいくのかを明確にし

て、全教職員にとって分かりやすい・取り組みやすいものとして実践していく。 
◆校内研修に位置づけた組織的・継続的な授業改善 

 ・授業、学校の教育活動全体を通じて、言語活動の充実をはかる 

 ・考えを出し合う「学び合い」を取り入れた授業を進める 

 ・全校で取り組む学習規律を確立し、徹底した取組を行い、定着をはかる 

 ・学校図書館を活用した読書活動や調べ学習等を積極的に進める 

 
●各校における授業スタイル学習内容定着システムを確立する。 
●管理職によるさらなる授業観察および個別指導の徹底。 
●小テストによる基礎基本の定着と、放課後やテスト前部活休止期間の個別指導の徹底。 
●ドリル不足を補うため、授業や朝学習、宿題で復習問題（反復練習）を多くこなす。 
●「生徒指導の鉄則」の徹底。 
●教師の授業力・学級経営力の力量を高めるための研修をさらに行っていく。 
 

※学びの基盤となる学級集団づくり、絆強き仲間づくりに徹底

して取り組む。 

 



【 津久見市 】 

 

 

１ 調査結果の概要 

 
 

 

質問項目 回答項目 
津久見市 

（%） 

大分県 

（%） 

全国 

（%） 

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 

基本的に毎日 

行った 
40.0 29.0 18.9 

調査対象学年の児童に対して，前年度までに，授業

の冒頭で目標（めあて・ねらい）を示す活動を計画

的に取り入れましたか 

 

よく行った 
100.0 81.5 71.1 

調査対象学年の児童に対して，前年度までに，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

り入れましたか 

 

よく行った 
80.0 65.6 47.6 

調査対象学年の児童に対して，前年度までに，各教

科等の指導のねらいを明確にした上で，言語活動を

適切に位置付けましたか 

 

よく行った 
40.0 35.5 26.9 

調査対象学年の児童に対して，前年度までに，学習

規律（私語をしない，話をしている人の方を向いて

聞く，聞き手に向かって話をする，授業開始のチャ

イムを守るなど）の維持を徹底しましたか 

 

よく行った 
60.0 63.8 58.0 

調査対象学年の児童に対して，前年度までに，将来

就きたい仕事や夢について考えさせる指導をしまし

たか 

よく行った 
40.0 18.1 17.4 

調査対象学年の児童に対して，前年度までに，学校

生活の中で、生徒一人一人のよい点や可能性を見つ

け、生徒に伝えるなど積極的に評価しましたか 

よく行った 
40.0 47.8 46.4 

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、児童に家庭での学習方法を具体

例をあげながら教えるようにしましたか。 

 

よく行った 
60.0 45.7 37.5 

調査対象学年の児童に対して，前年度までに，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

かせる指導をしましたか 

 

よく行った 
20.0 32.6 27.2 

調査対象学年の児童に対して，前年度までに，様々

な考えを引き出したり，思考を深めたりするような

発問や指導をしましたか 

 

よく行った 
20.0 35.5 30.7 

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 

 

よくしている 
20.0 35.5 34.4 

学校全体の学力傾向や課題について，全教職員の間

で共有していますか 

よくしている 
60.0 70.7 59.4 

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：学校質問紙より 



 

 

 

 

質問項目 回答項目 
津久見市 

（%） 

大分県 

（%） 

全国 

（%） 

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 

基本的に毎日 

行った 
33.3 45.8 64.9 

調査対象学年の児童に対して，前年度までに，授業

の冒頭で目標（めあて・ねらい）を示す活動を計画

的に取り入れましたか 

 

よく行った 
33.3 72.5 56.3 

調査対象学年の児童に対して，前年度までに，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

り入れましたか 

 

よく行った 
33.3 42.7 34.2 

調査対象学年の児童に対して，前年度までに，各教

科等の指導のねらいを明確にした上で，言語活動を

適切に位置付けましたか 

 

よく行った 
0.0 25.2 22.2 

調査対象学年の児童に対して，前年度までに，学習

規律（私語をしない，話をしている人の方を向いて

聞く，聞き手に向かって話をする，授業開始のチャ

イムを守るなど）の維持を徹底しましたか 

 

よく行った 
33.3 62.6 63.9 

調査対象学年の生徒に対して，前年度までに，将来

就きたい仕事や夢について考えさせる指導をしまし

たか 

 

よく行った 
0.0 34.4 38.1 

調査対象学年の生徒に対して，前年度までに，学校

生活の中で、生徒一人一人のよい点や可能性を見つ

け、生徒に伝えるなど積極的に評価しましたか 

よく行った 
33.3 40.5 40.9 

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、生徒に家庭での学習方法を具体

例をあげながら教えるようにしましたか 

よく行った 
33.3 35.1 29.2 

調査対象学年の児童に対して，前年度までに，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

かせる指導をしましたか 

 

よく行った 
33.3 20.6 20.0 

調査対象学年の児童に対して，前年度までに，様々

な考えを引き出したり，思考を深めたりするような

発問や指導をしましたか 

 

よく行った 
33.3 17.6 22.6 

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 

 

よくしている 
0.0 37.4 31.6 

学校の教育目標やその達成に向けた方策について，

全教職員の間で共有し，取組に当たっていますか 

よくしている 
33.3 59.5 48.0 

学校全体の学力傾向や課題について，全教職員の間

で共有していますか 

よくしている 
33.3 64.9 52.0 

 

 

 

 

 

中学校：学校質問紙より 



 

 

２ 津久見市の学校質問紙調査の結果をふまえて 

 

 

学力向上を学校全体として、組織的に進めていく体制を確立する 

 

(1) 授業力向上の取組 

○校長・教頭による授業観察・事後指導を通して授業改善に努める。 

○学力向上支援教員等の授業実践を広め、授業改善に努める。 

○言語活動の充実等、学力向上に係る手立てを明確にした校内研修を各校で 

推進する。 

○津久見市学力向上研修会を開き、教職員の指導力の向上を図る。 

 

(2)「わかる授業」「学び合う授業」の推進 

○基礎的・基本的な知識・技能の習得を図り、それらを生かしたり、生活と 

関連づけたりするなどして活用力の向上を図る授業改善に努める。 

○めあて・課題の提示、展開、まとめによる学習スタイルの定着をめざす。 

○全教科において、つけたい力を明確にした言語活動を効果的に設定する。 

○一人ひとりが考えを出し合う学び合いによる授業を進める。 

 

(3) 個に応じたきめ細かな指導の充実 

○習熟度別指導、Ｔ・Ｔ指導等を効果的に取り入れ、児童生徒の実態に応じ 

た指導を行う。  

 

(4) 学習規律の確立 

○全校で共通して取り組む学習規律を確立し、児童会や生徒会活動とも連動 

して、学習規律定着の徹底を図る。 

 

(5) 読書活動の推進 

○「読書センター」「学習・情報センター」としての学校図書館を活用した 

学習に取り組む。 

○朝読書など読書の時間の設定や家庭との連携により、読書習慣の確立を図る。 

 

(6) 家庭学習の習慣化 

○「家庭学習のすすめ」等により、家庭と連携して、授業と結びついた家庭 

学習に主体的に取り組む学習習慣を育成する。 

 ○情報機器に関するルール徹底についての家庭との協働。 

○津久見市の生活心得「津久見の子ども(小中学生) みんなで守ろう！」の定着 

 

(7)学びの基盤である学級集団を育てるための、教師の力量を高める 

○全教職員で徹底。(基本となる挨拶指導。教室・廊下階段環境の整備充実。) 

○「学級集団づくり」及び「生徒指導の鉄則」の研修を推進する。 

 


