
１　本校の結果の概要

２　分析結果と改善策

４年

５年

６年

平成30年度　全国及び市学力・学習状況調査結果分析と改善策

　記号について
　　　○：成果
　　　●：課題
　　　□：これからの取組

【全国】（６年）
○国語Ａを除き，概ね全国及び市の平均正答率を上回っている。
○国語，算数ともＡ問題よりもＢ問題の方がよくできている。
○理科は，全ての領域で全国及び市の平均正答率を上回っている。
【市】（４～６年）
○６年生理科は，全国及び市の平均正答率を大きく上回っている。
●５年生は，算数は全国及び市の平均正答率と同程度であるが，国語，社会，理科は下回っている。
○４年生は，国語，算数とも全国及び市の平均正答率を大きく上回っている。

出雲市立遙堪小学校

課題に対する学校の改善策

□自分の意見をまとめて発表することに慣れるために，発表の型（手
本）を示す。
□新聞の記事を読んで自分の意見をもったり，必要な情報を読み取った
りする機会を増やす。

□ノート指導を重視し書くことに慣れさせるとともに，作文を書く際，
構成を考え，段落を意識して書くことができるようにする。
□新聞記事を見たり読んだりして自分の考えをもつ機会を増やしたり，
複数の情報から必要な内容を取り出したりできるようにする。（自学
ノートの活用等）

（１）各教科の結果分析と改善策

教科 学年 分析結果・課題

国語

○基礎，活用ともに全国平均正答率を
上回っている。
○特に書くことの正答率が高い。
●調べたことを発表することに課題が
ある。

●全国平均正答率より基礎・活用とも
若干下回っている。
●書く能力の正答率が低く，作文に課
題がある。

●国語Ａにおいて書くこと，読むこと
の平均正答率が低かった。
○国語Ｂにおいてはすべての項目で高
かった。

□条件を与えた短作文を取り入れ，短時間で自分の考えをまとめて書く
練習を行う。
□漢字学習の定着確認のために漢字ショートテストを毎日行う。
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教科 学年

４年

５年

６年

５年

６年

５年

６年

課題に対する学校の改善策

□授業において，課題ができた児童から計算の仕方や理由をノートに書
くようにさせる。
□ペアで自分の考えを説明する活動を設ける。

□朝学習の時間や毎月の計算会で意欲や技能の向上を図る。
□課題が早くできた児童に，説明をノートにまとめさせる。（理解度の
高い児童への対応として）

分析結果・課題

算数

○基礎は，全国及び市の平均正答率を
大きく上回っている。
●計算の仕方を説明したり，解答につ
いての適切な理由を記述したりするこ
とに課題がある。

○全国正答率と同程度で，基礎は若干
下回っているが，活用は上回ってい
る。

○算数Ａは，県及び全国の平均正答率
と同程度。
○図形領域の正答率が高い。
●量と測定領域の正答率が低い。
○算数Ｂは，どの領域も県及び全国の
平均正答率をやや上回っている。
●算数Ｂでの無解答率が高い。

□自分の考えを伝えていくことに力を入れる。
□早くできた子は，問題作りをし，友だちと解き合うようにさせる。
□朝学習の時間に過去のしまね数リンピックや全国学力調査の問題に取
り組む。

社会

●全国正答率より基礎・活用とも下
回っている。
●資料の読み取り，考えて表現するこ
との正答率が低い。

○基礎・活用とも全国及び市の平均正
答率を上回っている。
○観察・資料活用の技能，社会的事象
についての知識・理解が高い。

□聞き取り１０問ミニテストにより，既習事項の復習をしていく。
□新聞記事を読んで感想を書くことを行っていく。

理科

●全国正答率より基礎・活用とも下
回っている。
●特別低い問題内容（単元）はなく，
全体的にどの問題も若干正答率が低
い。選択，短答，記述の偏りもない。

○どの区分も全国及び市の平均正答率
を上回っている。
○観察・実験の技能が特に高い。

□地図や資料の読み取り方の基本を繰り返し指導する。
□新聞記事を見たり読んだりする機会を増やし，社会情勢を知ることが
できるようにする。

（２）市教育委員会の改善策

□実験道具や実験の手順，まとめ，基礎用語等をノートにまとめる。
□生活や身近な自然と関連付けて考えられるようにする。（資料，本，
新聞等の提供）

□問題把握，仮説，検証計画，実験・観察，結果，考察，まとめの流れ
をきちんと行っていく。
□一人一実験，それができないときは交代しながらできるだけ多くの子
が実験に直接関われるようにする。

□教育指導監の学校訪問において，「主体的，対話的で深い学び」の視点から授業改善について指導と助言を行う。また，
「平成３０年度全国学力・学習状況調査結果分析及び改善策」で挙げられた学校の改善策（特に「主体的・対話的で深い学
びの実現」）について，指導と助言を行う。
□出雲市学力向上研修（＋１講座），授業公開，各種研修会を開催し，教員の授業力向上を図る。
□ＩＣＴ機器等の整備を推進することにより，各学校における授業改善や児童生徒の学習意欲向上を支援する。
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（３）学習状況調査の結果

項　　　　　目

①学習に関すること

分　析　結　果　・　課　題

【学習に関すること】
○６年生では，「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」と答えた子が全国平均より１０ポイント程度上回っている。
●６年生では，「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」と答える子が全国平均より４０ポイント以上下回っている。
○６年生では，「理科の授業がおもしろい」と感じ「授業後にもっと知りたいことがでてきた」と
答える子が多い（８０～９０％）にもかかわらず，「理科の授業で，自分の考えをまわりの人に説
明したり発表したりしているか」の問いに対して肯定的に答えた子は約２５％と少ない。
●６年生では，「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か」
の問いに肯定的に答えた子が約５０％で，平均を下回っている。（県より29.8ポイント，国より
30.4ポイント）算数への関心も平均を下回っている。（県より30.6ポイント，国より35.4ポイン
ト）
○５年生は，算数，理科では「予習・復習」，国語，社会では，「復習をしている」と答えた子ど
もが全国平均を上回っている。
○４年生では，国語，算数とも「復習をしている」と答えた子どもが全国平均を上回っている。
●６年生では，「１日当たりの読書時間」が全国平均を下回っている。（全くしないと答えた子が
３２％）
●４，５年生においては，「本及び新聞を読んでいる」と答えた子がいずれも全国平均を下回って
いる。

②家庭生活に関すること

③学校独自の取組に関
すること

【家庭生活に関すること】
○「朝食を毎日食べているか」の問いに肯定的に答えた子は，６年生96.4％，５年生100．0％，４
年生95.8％といずれも全国平均を上回っている。
●「毎日同じくらいの時刻に起きているか」の問いに肯定的に答えた子は，６年生85.7％，５年生
50.0％，４年生79.2％といずれも全国平均を下回っている。
●「家で，自分で計画を立てて勉強している」の問いに肯定的に答えた子が６年生50.0％，５年生
56.3％，４年生54.2％といずれも全国平均を下回っている。
●家庭学習時間や読書時間が少ない。

【学校独自の取組に関すること】
○「地域の行事に参加している」と答えた子が６年生では全国平均と同程度，４，５年生ではやや
上回っている。
○６年生では，「いじめはどんな理由があってもいけないことだとおもいますか」の問いに肯定的
に答えた子が100.0％である。
●６年生では，「自分には，よいところがある」という問いに肯定的に答えた子が全国平均に比べ
約20ポイント少ない。
●「自分で時間を決めてテレビを見ている」と答えた子が全国平均に比べ，４，５年生で約10ポイ
ント少ない。
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□１学期に配布した「家庭学習の手引き」を再度読み返し，個々にあった励ましや称賛をする。
□学級通信等で学校の様子を知り，家庭での話題にする。
□将来のことについて子どもと話し，励ます。

学　　　校

教育委員会

（４）学習状況改善への取組

家　　　庭

□調査結果について市全体の状況を分析して保護者向けリーフレットやポスターを作成し，家庭学習や生
活習慣等について学校と家庭，地域が連携して取り組めるよう支援する。
□教育委員会が実施する放課後学習等支援事業への参加を呼びかけ，児童生徒の家庭学習の習慣化や学力
向上についての支援を行う。
□各学校が作成した「家庭学習の手引」をオロチネットで互いに閲覧できるようにし，各学校が他校の取
組を参考にしながら自校の家庭学習定着に向けて取り組めるよう支援する。

□自学ノートに学習したことの復習をする習慣は身についてきているので，予習の仕方を指導してできる
ようにする。
□授業においてペア，グループ学習を取り入れ，お互いを高める話し合いの場を設定する。
□学校や学級の生活の中で自分の言葉で表現する活動を設け，自己表現することに慣れさせる。
□意欲をもって学習に取り組むことができる課題を設定する。
□児童がいろいろなことに興味・関心をもつことができるよう，算数コーナーや図書室前コーナー，プレ
イルーム周辺の掲示等を工夫する。
□望ましい生活習慣の確立として，家庭学習の習慣化（自学ノートの指導），メディアに関わるルールづ
くりなどについて，情報提供と積極的な呼びかけを継続して行う。
□自己肯定感や自己有用感を高めるため，学級通信で児童のよさや活躍した姿などを肯定的に伝える。
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１　本校の結果の概要

２　分析結果と改善策

４年

５年

６年

□読書の啓発，読み聞かせの場の設定，学校図書館の活用などを通し
て，物語と出会う機会を確保し，物語の情景を想像する力を高める。
□目的や必要に応じて，文章や情報，教師の説明などから必要な内容を
抜き出して文章にまとめる活動を取り入れる。

（１）各教科の結果分析と改善策

教科 学年 分析結果・課題

国語

○漢字の読み書きはほぼできている。
○物語や説明文の内容の読み取りは概
ねできている。
○主語・述語，国語辞典の使い方の言
葉の学習は，概ねできている。
○読書量の多い児童が，文章を早く正
確に読み取ることができる傾向にあ
る。
●調べたことのメモと発表原稿を読み
比べて解くなど，読み慣れない文章を
読み取ることに課題が見られる。

〇漢字の読み書き，修飾語・指示語な
ど言葉のきまりについてよく理解して
いる。
〇説明文の内容を的確に読み取ること
ができる。
●物語文の場面の様子を読み取ること
が苦手である。
●発言の共通点や相違点をまとめなが
ら内容を聞き取る力が弱い。
●目的や必要に応じて書く内容を明確
にすることができにくい。

●主語述語の関係や文章の構成をとら
える力が弱い。
●目的や意図に応て内容の中心を明確
にして書く力が弱い。
●目的に応じて複数の本や文章などを
選んで読む力が弱い。

□３分間作文の時間を利用し，条件作文に取り組ませる。
□各教科において調べ学習を積極的に取り入れる。
□ワークシート通信などを活用し，新聞などの文章に親しませる。

平成30年度　全国及び市学力・学習状況調査結果分析と改善策

　記号について
　　　○：成果
　　　●：課題
　　　□：これからの取組

○全国学力調査では，国語の基礎問題，活用問題ともに全国平均を上回っている。算数の基礎問題は全国平均程度であり,
活用問題で全国平均を少し下回った。
○国語では，5年生が，昨年度と同様に,基礎問題が全国平均を上回っている。４年生の基礎・活用ともに全国平均を上回っ
ている。
○算数では，５年生が,昨年度と同様に基礎問題が全国平均を上回っている。４年生の基礎・活用ともに全国平均を上回っ
ている。
○理科では,６年生が基礎・活用ともに全国平均を上回っている。５年生は基礎問題は全国平均を上回っている。
○社会科は６年生が基礎・活用ともに全国平均を上回っている。
●５年生の国語・算数・理科・社会の活用問題が全国平均を下回ったため課題がみられる。
●国語で５年生の「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」の領域では，課題が見られる。
●算数では６年生が「数量関係」の「図形」」の領域で課題がみられる。

出雲市立荘原小学校

課題に対する学校の改善策

□漢字の読み書きについては，毎月実施している書取会を継続して定着
を図る。また，間違いを確実に直すことで書き順や送り仮名等が確実に
身に付くようにする。

□読書を推奨し，いろいろな文章に触れるようにする。

□水曜日の国語パワーアップの時間を活用し，書く力やいろいろな文章
を読み取る力など，基礎的な能力を高めるようにする。
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教科 学年

４年

５年

６年

５年

６年

５年

６年

（２）市教育委員会の改善策

□「ポケット理科ブック」，教科書のまとめ欄を活用し，学習用語の定
着を図る。
□「電気のはたらき」，「水のすがた」について復習の機会を取り，十
分理解できるようにする。
□十分な時間をとって実験．観察が行えるようにするとともに，事象の
結果を科学的な言葉で表現できるようにする。

□３学期の復習の時間に，映像資料などを活用し，重点的に
　指導する。
□実験方法や用具についての確認を行う。

□教育指導監の学校訪問において，「主体的，対話的で深い学び」の視点から授業改善について指導と助言を行う。また，
「平成３０年度全国学力・学習状況調査結果分析及び改善策」で挙げられた学校の改善策（特に「自分の考えを伝える力」
の育成等）について，指導と助言を行う。
□出雲市学力向上研修（＋１講座），授業公開，各種研修会を開催し，教員の授業力向上を図る。
□学校司書や読書ヘルパーを配置し，各学校における学校図書館を活用した学習や読書活動の推進を支援する。

社会

○安全な暮らし（火事）,地図の見方
については概ね理解している。
○地図中の方位，縮尺，基礎的な資料
の読み取りについては概ね理解をして
いる。
●暮らしを支える水，ごみのしょりと
利用，安全な暮らし（交通事故）につ
いては理解が十分ではない。
●社会的事象の背景となっている人々
の願いを考えることが苦手である。

〇「私たちの生活と情報」の単元の結
果はよかった。体験的な学習を組んだ
ためだと思われる。
●基本的な用語や知識が定着していな
い。
●資料の読み取りができにくい。

□基本的な社会科の用語や基礎知識の復習・確認をする。
□資料を基に考えさせる学習過程を工夫する。
□地理的事項及び資料の読み取りの復習をする。
□掲示物を工夫し，自然に知識を獲得できるような環境を整
　える。
□体験的な学習や映像資料の活用を意識して授業を行う。

理科

○天気のようすと気温，月と星，物の
体積と力，物の体積と温度について概
ね理解している。
○４年生時に繰り返し学習した用語に
ついては正答率が高かった。
●電気のはたらき，水のすがたについ
て理解が十分でない。
●事象が起きる要因を，定理や法則と
して理解することに単元ごとのばらつ
きが見られる。

●「流れる水の働き」「ものの溶け
方」の単元の理解が十分でない。
●観察実験の技能が低い。

□「ポケット社会ブック」，資料集の用語コラムを活用し，学習用語の
定着を図る。
□社会的事象に関わる人々の思いや願いについての想像力を高められる
よう，体験的活動や，人に焦点をあてた学習活動を取り入れる。
□地図やグラフなどの資料にふれる機会を確保し，資料活用能力がさら
に高められるようにする。

分析結果・課題

算数

○円と球・三角形の作図や半径と直径
の理解は概ねできている。
○グラフと表の読み取りは概ねできて
いる。
●身近にあるものの重さや長さを推察
して適切な単位を使うことに課題が見
られる。
●加減乗除の計算，分数のたし算は概
ねできている。しかし，繰り下がりの
ある整数や小数のひき算の計算の仕方
の定着が十分ではない。

○角度，平面図形の特徴や作図の仕方
について概ね理解している。
○小数の計算の仕方について理解して
いる。
○折れ線グラフから必要なことを読み
取ることができる。
●小数と整数の混じった計算，分数の
大小関係に弱みがある。
●課題に対して自分で考えた解決方法
をわかりやすく伝えることが苦手であ
る。

●「単位量あたりの大きさ」「図形」
「十進位取り記数法」「グラフの読み
取り」の理解が十分でない。

□３学期の復習の時間に重点的に指導する。

課題に対する学校の改善策

□毎月１回実施している計算会に向けて，課題が見られる問題を繰り返
し練習し，定着を図る。
□学習直後だけでなく，これまでに習った問題を繰り返し練習すること
で，学力の定着を図る。
□説明上ポイントとなる内容やキーワードを落とさずに，理由を書く活
動を随時取り入れる。
□作図や測定の学習では，全体指導と個別指導をバランスよく行い，定
着を図る。
□学習のいろいろな場面で量感を育てるような言葉かけをし，児童が自
分なりに量のイメージをもてるようにする。

□毎週水曜日の算数パワーアップの時間に，課題が見られる問題を取り
上げるようにする。
□自分の考えを伝える力を高められるよう，ペア，グループでの対話の
機会を確保したり，一斉学習の場でモデルとなる児童の発表の仕方を共
有できるようにする。
□複数の条件が示された文章問題に取り組み機会を増やし，必要な情報
を選んだり，単位を整えたりしながら問題を解く力を高める。
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②家庭生活に関すること

③学校独自の取組に関
すること

【家庭生活に関すること】

○「自分で勉強の計画を立てて，勉強している」児童の割合は，４年生で74.2％(全国平均+8.9ポ
イント)5年生で69.8％(全国＋5.3ポイント)と昨年と同様に全国平均を上回った。更に，「家の人
から言われなくても自分で進んで勉強している」項目も全国平均を上回っている。
●「参考書や問題集を利用している」児童の割合は，4年生が21.6％(全国平均比－30.0ポイント)5
年生は32.1％(全国平均比－6.1ポイント)と大きく下回った。
○「時刻を決めて寝ている」と答えた児童は，4年生が72.6％，5年生が73.6％と全国平均を上回っ
ている。加えて「時間を決めて起きている」「朝食をきちんと食べている」「夕食をきちんと食べ
ている」「夕食は，家の人といっしょに食べている」児童の割合も高い。

【学校独自の取組に関すること】
　毎学期に一度と，長期休業中に全校でノーメディアチャレンジに取り組んでいる。ノーメディア
はA～Cの３つのコースの中から生活の様子に合わせて選択し，チャレンジしている。
Aコース・・・１日中ノーメディアで過ごす。
Bコース・・・メディアは１日２時間までにして過ごす。
Cコース・・・夜９時以降はノーメディアで過ごす。
○全学年長期休業中でもAコース挑戦が多く，達成率も高い。
●一部の生徒ではBコースやCコースでも達成が難しい状況にある。
●日頃の児童のメディア接触の実態把握に努める必要がある。

（３）学習状況調査の結果

項　　　　　目

①学習に関すること

分　析　結　果　・　課　題

【学習に関すること】
○４・５年生は「きまりを守る」「挨拶をする」「使う物を自分で用意する」といった学習への基
本的な取り組みの姿勢については，９６％をこえており良好である。
○６年生も「きまりを守る」について全国平均を超えている。
○国語は５年生は「授業中先生の話を聞いている」９６％「わからないことを質問している」７
７％「きちんとノートをとっている」９４％で全国平均を超えている。
●４年生は「授業中先生の話をきいている」８２％「わからないことを質問している」５３％
「きちんとノートをとっている」９０％で全国平均を下回っている。
○算数・理科・社会は４・５年生とも「授業中先生の話を聞いている」「わからないことを質問し
ている」は全国平均を超えている。
●４・５年生は「きちんとノートをとっている」は全国平均を下回っている。
○６年生は算数・理科で「すきですか」という項目で全国平均を上回っている。
○「将来の夢や目標を持っている」は5年生は１００％で高い。4年生は８７％で全国平均を上回っ
ている。
●「将来の夢や目標をもっている」は６年生は６２％で全国平均を下回っている。

○４年生は「自分のことが好きである」「自分にはよいところがあると思う」でいずれも全国を上
回っている。
●５年生は「自分のことが好きである」「自分にはよいところがあると思う」でいずれも全国を下
回っている。
●４年生は「自分は友達から認められていると思う」「自分は家の人から認められていると思
う」は全国を下回っている。
○５年生は「自分は友達から認められていると思う」「自分は家の人から認められていると思う」
「自分は，先生から認められていると思う」「自分の力を伸ばしたいと思う」は全国平均を上回っ
ている。
○「新聞記事を読んでいる」どの学年とも全国平均を上回っている。
○５年生は「社会の出来事を知るために，新聞を読んでいる」４年生は「新聞記事などを自分の考
えと比べながら読んでいる」は全国平均を上回っている。

○どの学年も「テレビのニュースをみている」は全国平均を上回っている。
●「本を読んでいる」4年６年は全国平均を上回っているが，5年は全国を下回っている。
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学　　　校

教育委員会

（４）学習状況改善への取組

家　　　庭

□調査結果について市全体の状況を分析して保護者向けリーフレットやポスターを作成し，家庭学習や生
活習慣等について学校と家庭，地域が連携して取り組めるよう支援する。
□教育委員会が実施する放課後学習等支援事業への参加を呼びかけ，児童生徒の家庭学習の習慣化や学力
向上についての支援を行う。
□メディア接触や情報モラルに関する教員及び保護者向けの研修会を開催し，家庭や地域と連携して児童
生徒の家庭生活の見直しを図っていく取組を支援する。

□「家庭学習頑張り週間」を継続して実施し，家庭における学習時間の確保と学習内容の質の向上を目指
す取組について，引き続き保護者に協力の依頼を行う。
□3年生以上で活用している「自学の手引き」の内容をチェックし，学年の実態に応じた質の高い内容で
取り組めるように，共通理解を図る。
□下学年「必読書１００冊」，上学年「味見読書６０冊」，重点貸出学年の設定，連休前の貸出奨励など
さまざまな取組を通して読書量の確保と読書の習慣づけを図る。
□本と出会う機会を増やすために，ストーリーテリング・ブックトーク，委員会児童による読み聞かせな
どを継続して実施する。
□児童の自己肯定感が高まるように，児童の実態について共通理解を図った上で，肯定的な言葉がけを適
切に行えるよう，全教職員で取り組んでいく。
□国語の力をつけるために，毎週1回朝学習の時間に，国語パワーアップの時間を設け，「新聞記事をつ
かったワークシート」や「作文」「言葉に関する学習プリント」に継続的に取り組む。
□算数の力をつけるために，毎週1回朝学習の時間に，算数パワーアップの時間を設け,各学年の基礎・基
本の力をつけるように継続的に取り組む。

□家庭での言葉かけや学校からの働きかけなどから家庭学習への取組は改善されてきている。引き続き，
平日は学年✕１０分以上，休日は３０分以上確保できるような環境作りを行う。
□メディアについても，県・全国の平均視聴時間と比較して下回っている結果を得たので，引き続きノー
メディアチャレンジに積極的に取り組んだり，家族で相談して使用時間のきまりを作ったりしてさらなる
改善に努める。
□昨年度に比べ早寝早起きの習慣がつきつつあるため，引き続き夜10時までには就寝するよう言葉がけを
し，確立できるようにしていく。
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１　本校の結果の概要

２　分析結果と改善策

４年

５年

６年

□読書を推進し，名文にふれたりたくさんの語彙を学ばせたりする。
□自分が書いた文章を読み返し，文章がおかしくないか，問題に合った
解答になっているか考え直す習慣をつける。
□辞書を使う機会を増やす。
□日記や作文などの課題で条件やテーマを設定し，文章を書かせる。
□物語単元の最後にある「文を作ろう」を利用して，１文程度の作文を
書かせる。できた文章は補正の観点を示して読み直しをし，よりよい文
章に直させる。

（１）各教科の結果分析と改善策

教科 学年 分析結果・課題

国語

○第３学年配当漢字の読み書きができ
る。
●書かれている内容をしっかり読まず
に，自分のイメージで答えている。ま
た，正しい解答の仕方で答えていな
い。
●複数の条件を満たして書くことが難
しく，記述の問題で，無解答が２０％
と多い。

○第４学年配当漢字を読んだり書いた
りすることができ，指示語の使い方を
理解している。
●段落の役割を理解して，文章の内容
を的確に読み取ることができにくい。
●語彙力の不足で求められている情報
を取り出せず，文のつながりを考えて
言葉を選び，条件に沿って書くことに
課題がある。

○相手や場面に応じて適切な敬語を使
うことができる。
○話し手の意図を捉えながら聞き，自
分の意見と比べるなどして考えをまと
めることができ，記述式の問題に無解
答が少ない。
●目的や意図に応じて文章全体の構成
の効果を考えたり，目的に応じて複数
の本や文章などを選んで読むことがで
きにくい。

□普段から自分の書いた文章を読み直す習慣を身に付ける。
□説明文の学習では，単元ごとに段落構成図を表示し，文章全体の構成
の理解を深める。
□既習事項の段落構成図を使って自分の主張を文章でまとめさせる。
□自分が知りたいことや調べたいことを明確にして，複数の資料から大
切な情報を選ぶ活動を展開していく。

平成30年度　全国及び市学力・学習状況調査結果分析と改善策

　記号について
　　　○：成果
　　　●：課題
　　　□：これからの取組

○６年の国語Aは市・県・全国平均を上回り，昨年度までの取組の成果が出た。
○５年の国語は，市平均を上回り，全国平均と同じであった。
●４年国語６年国語B，４，５年算数６年算数AB，５，６年理科，５，６年社会は，市・県・全国平均をやや下回るか，同
じであった。
○全教科を通じて，基本的な学習は概ね身に付けている。
●どの教科でも，複数の資料を読み取ることに課題が見られた。
●全学年・全教科を通じて，問題を最後まで正しく読み取る力や，自分の考えをまとめる設問に取り組む力に課題が見られ
る。

出雲市立西野小学校

課題に対する学校の改善策

□読書への取組に力を入れ，長文のものも読ませる。
□初見の文章を読んで，答える経験を重ねる。
□条件付き作文や，意見文を書く経験を積ませる。
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教科 学年

４年

５年

６年

５年

６年

５年

６年

（２）市教育委員会の改善策

□生活の中で，気温や天気に着目させる機会をつくる。
□グラフから分かることをたくさん見つける練習をする（他教科で
も）。
□キーワードを使って表現することの練習をする。
□「電流」という用語をしっかりおさえる。
□月と太陽を関連させておさえる。
□実験→振り返り→検証のように，まとめた結果を実証してみる。

□検流計・電流計などを，一人一人が確実に操作する時間を確保する。
□何のための実験かを意識して予想を立てさせ，その予想が正しければ
どのような結果になるはずなのかを考えさせる。
□活用問題が苦手な傾向が見られるので，学校で学習したことと，生活
での事実・現象をしっかりと結び付ける。

□教育指導監の学校訪問において，「主体的，対話的で深い学び」の視点から授業改善について指導と助言を行う。また，
「平成３０年度全国学力・学習状況調査結果分析及び改善策」で挙げられた学校の改善策（特に「読解力の育成」）につい
て，指導と助言を行う。
□出雲市学力向上研修（＋１講座），授業公開，各種研修会を開催し，教員の授業力向上を図る。
□ＩＣＴ機器等の整備を推進することにより，各学校における授業改善や児童生徒の学習意欲向上を支援する。

社会

○実際の場面に即して判断し，その理
由を表現したり，資料を読み取り考え
たりすることができる。
●地形図の読み取りを苦手としてい
る。伝統的な工芸品について理解が薄
い。
●複数ある資料を読み，結び付けるこ
とができていない。

○米づくりの機械化による変化，優れ
た製品を生産するための工夫や努力に
ついて，資料を読み取り考えることが
できる。
●基本的な用語の理解が定着しておら
ず，資料の精選と丁寧な読み取り,文
章の確実な読解に課題がみられる。

□関連工場などの社会科用語の理解や定着が十分でないため,基本的な語
彙をきちんと指導する。
□グラフの読み取りや比較が十分にできていないので，割合が関係する
グラフでは,もとになる数量の違いまで丁寧に指導する。
□ノートづくりや視聴覚資料の活用など,児童が興味をもち主体的に取り
組む指導法の工夫をしていく。

理科

○1年間の動物のようす，物のあたた
まり方，星座早見について理解してい
る。
●電流という用語，月の動き，物を飛
ばすエネルギーが空気の量によって変
化することが理解できていない。

○堆積作用についてなど，科学的な言
葉や概念を理解している。
●何のための実験か意識して実験を行
い，実験結果を結論にまとめる力が十
分でない。
●検流計の使い方や理解が十分でな
い。

□地図中の方位，地図記号の学習を３年時に，地形，土地利用，交通な
どの資料の読み取りを４年時にしっかりと学習させる。
□長文の資料や複数の資料から，事実を読み取る経験を積ませる。
□４年生の「私たちの県」の学習では，島根県の資料を使った学習だけ
ではなく，教科書の要点もおさえながら学習を深めていき，複数の資料
から自分の知りたい情報を読み取る経験をさせていく。

分析結果・課題

算数

○基礎的な計算技能と文章題の立式が
定着している。量と測定，図形につい
ての基本的な考え方が定着している。
●大きい数，小数，分数，時刻と時計
の基本的内容が定着していない。
●計算の仕方を説明することや，分数
の大きさ，重さの感覚などの生活と結
び付けて問題を解決する力を高める必
要がある。

○数量関係の「計算のきまり・かわり
方調べ」について，概ね基礎的な知
識・理解・技能を身に付けている。
●平行四辺形の作図などの図形や量と
測定の設問で課題がみられた。
●長文問題の題意の理解に課題があ
り，記述式問題の無解答率が高い。

○自らの考えをもって解答することが
でき，数量関係を，数直線を使ってと
らえることもできている。
●単位量当たりの数量関係を比較する
問題場面で，式を読んだり，数量同士
を比べる方法について考えることがで
きにくい。また，長文の問題では，題
意を理解することに課題がある。

□題意がイメージ化できるように，文章のみで課題を示し，それを元に
図式化させる活動を意図的に行う。
□混み具合など，単位量当たりの数量関係がイメージできる体験的な学
習を取り入れる。社会科の人口密度と関連付けながら学習を進める。
□小集団で説明をし合ったり，全体で確認したりする活動を繰り返し行
う。
□授業の個人思考の場面では，解くための時間を児童に示して，時間を
意識して問題が解けるようにする。

課題に対する学校の改善策

□学習のねらいを明確にし，対話的な授業を展開し，自分の言葉で説明
することを習慣化させる。
□操作活動や図にかくことで，情報を読み取る力をつける。
□朝活動や家庭学習で計算の練習量を十分にとる。
□時計や分数の学習では，操作活動やテープ図等で視覚的に理解できる
手立てをとり，量的にとらえさせていく。
□重さの感覚を生活の中でとらえさせる場面を設定する。

□補充の時間を活用し，ドリルやプリント等で作図や長さや重さ等の単
位換算の技能の定着を図る。
□小数や分数，単位換算の処理，概数に関する基本的な内容が定着する
ように，線分図や位取りの表などを用い，視覚的にとらえさせる。さら
に題意を読み取り，数量関係がわかる図を自分でかくことができるよう
にする。
□自分の考えをもち，自分の考えや他の求め方について説明できるよう
な場の設定をし，学び合いができる授業展開の工夫をしていく。

-91-



②家庭生活に関すること

③学校独自の取組に関
すること

【家庭生活に関すること】
○５年生では，「家の人から言われなくても進んで勉強している」についての肯定的回答が
87.6％，「自分で勉強の計画を立てて，勉強している」についての肯定的回答が77.0％，「勉強し
ているときは，集中して勉強している」の肯定的回答が83.2％と，いずれも県・全国より上回って
いる。
○６年生の平日の家庭学習時間は，１時間以上学習している児童は，69.7％と県・全国を上回って
いる。長時間学習する児童の割合は，全国・県よりも低いものの，全く学習しないと回答した児童
はいない。
○５年生の平日の家庭学習時間は，１時間以上学習している児童は，81.4％と全国を大きく上回っ
ている。ほとんど学習しないと回答した児童は6.2％と全国より少ない。
●４年生では，平日家でほとんど学習しないと回答した児童が13.3％と全国を上回っている。
●４，５，６年生とも，長時間学習する児童の割合は，全国よりも低い。
○４，５，６年生とも，朝食については，ほとんどの児童が「きちんと食べている」と回答してい
た。
○４年生では，ふだん学校以外で運動をしている児童が，97.7％と高い。
○起床時刻…午前6時30分ごろまでに起きる ４年生…75.5%　５年生…78.8％
          　毎日同じくらいの時刻に起きている　６年生…67.0%
　いずれも全国平均より高い。
○就寝時刻…午後10時ごろまでに寝る　４年生…85.6.%　５年生…85.0%
　　　　　　毎日同じくらいの時刻に寝ている　6年生…42.2%
　いずれも全国平均より高い。
●平日のテレビ等の視聴時間…時間を決めてテレビを見ている児童
　　　　　　　　　４年生…44.9％（全国51.1%） ５年生…44.2%（全国43.5%）
４年生は，ニュースや勉強に役立つ番組（クイズ番組など）を見ている児童が全国よりやや上

回っているので，自分で時間を決めて見ることができるようになるとよい。

【学校独自の取組に関すること】
○毎学期実施している「ノーメディア・いきいきチェック」の取組によって，早寝，早起き，朝ご
はんの習慣が身に付き，家の人と一緒にご飯を食べる児童が多い。
○どの学年も，将来の夢や目標をもっていると答えた児童が全国を上回っており，特に５年生で大
きく上回っている。
●４，５年生で「勉強に辞書を利用している」と答えた児童が，全国を下回っている。
●読書傾向について，「雑誌・マンガ以外の本を読んでいる」と回答した児童が，４年生は
69.4%，５年生は50.4%であり，全国の肯定的回答(４年生…71.0%，５年生…68.0%)と比べて低い。
また，６年生の１日あたりの読書時間は，全くしないという回答が，22．9%(全国18.7%）と課題が
ある。
●６年生では，「新聞をほとんど，または，全く読まない。」と回答した児童が65.1%（県53.7%，
国60.9%）と高い。５年生でも「新聞の記事を読んでいる」と答えた児童は，28.3%（全国35.9%）
４年生は27.6%（全国27.6%）となっていた。新聞記事にふれさせて，文章から社会時事等の情報を
得ていく経験や，面白さを感じさせる活動の工夫が必要である。

（３）学習状況調査の結果

項　　　　　目

①学習に関すること

分　析　結　果　・　課　題

【学習に関すること】
○６年生では，「言葉や数，式を使って，わけや求め方を書く問題がありましたが，どのように解
答しましたか」という質問に対して，「全ての問題で最後まで解答をしようと努力した」が70.3％
と県をやや上回り，「書く問題は全くしなかった」と回答した児童はいなかった。自分の考えを書
こうとする力は育ってきている。
○５年生では，「話し合いで自分の考えを積極的に話し合っている」「話し合いで，相手の話を
しっかり聞き取っている。」と肯定的に答えた児童が全国を上回っている。児童が話し合い活動に
対して意欲的に取り組んでいることがうかがえる。
○５年生では，国語，算数，社会，理科の４教科とも，「先生の話をよく聞いている。」「きちん
とノートをとっている」と肯定的に答えた児童が全国を上回っており，落ち着いた態度で授業を受
けていることがうかがえる。
●４，５，６年生ともに「授業で習ったことは，予習をしている」「授業で習ったことは，復習を
している」という質問の肯定的回答が全国よりも低い。
●６年生では，「授業で学んだことを，ほかの学習や普段の生活に生かしていますか」の肯定的な
回答が全国に比べて低い。また，「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ますか」の肯定的な回答が全国・県よりも下回っている。学び
を生かしたり，深めたりする授業に改善する必要がある。
●４年生では，「話し合いで自分の考えを積極的に話し合っている」「話し合いで，相手の話を
しっかり聞き取っている。」と肯定的に答えた児童が全国を下回っている。「話す・聞く」といっ
た基本の力が十分に身に付いていないことが考えられる。
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学　　　校

教育委員会

（４）学習状況改善への取組

家　　　庭

□調査結果について市全体の状況を分析して保護者向けリーフレットやポスターを作成し，家庭学習や生
活習慣等について学校と家庭，地域が連携して取り組めるよう支援する。
□教育委員会が実施する放課後学習等支援事業への参加を呼びかけ，児童生徒の家庭学習の習慣化や学力
向上についての支援を行う。
□各学校が作成した「家庭学習の手引」をオロチネットで互いに閲覧できるようにし，各学校が他校の取
組を参考にしながら自校の家庭学習定着に向けて取り組めるよう支援する。

【学習に関すること】
□児童一人一人が主体的に学習し，友達と考えを伝え合って学びを深めていけるような授業づくりに努
め，日常生活に学びを生かそうとする意欲づけをしていく。
□全校一斉書取会・計算会の継続，夏休みスキルアップタイム(学力補充の時間)の設定等，補充・個別対
応学習を充実させるなど，学ぶ意欲づくりと基礎基本の定着を図る。
□国語科等との関連を図りながら，朝読書（週３回）や読み聞かせ，ブックトーク等を実施するととも
に，読書への興味づけや習慣づけを図る。
□高学年は新聞記事を読んで記事について自分の考えを表したり，複数の資料から内容の要点をまとめた
りする活動を積極的に取り入れる。
□本校の「図書館活用教育年間指導計画」に沿って，学年に応じて司書教諭や学校司書と連携して，図書
館を活用した指導を積極的に進める。学級文庫の充実を図る。
□学校図書館の新聞を充実させ，時事問題について活字から情報を得る経験を積ませていく。

【家庭生活に関すること】
□３年生以上の各学年ごとに「自学のてびき」を自学ノートに貼り，日常的，継続的に学習の振り返りや
学習したことを生かせる家庭学習の取組を指導していく。
□丁寧な字で書く，確かめをする等，学年に応じて丁寧に家庭学習に取り組む児童が増えるように，学級
で日々指導する。
□児童会の健康委員会による健康課題に関する取組を行い，児童・保護者の健康についての関心を高め，
改善への意欲づけを行う。

□学校のことを話題に挙げながら，「西野小学校のくらし」「学習に必要なもの一覧」を親子で再読し，
基本的生活習慣，家庭学習習慣が身に付くように学校と連携を図る。
□平日の帰宅後や休日の家庭での過ごし方について振り返り，家庭での約束が徹底できるようにする。
「ノーメディア・いきいきチェック」に協力し，チャレンジ期間に限らず，よい生活習慣が定着するよう
にしていく。
□学校から配付している「確かな学びのために～家庭学習のポイント～」に従い，集中して学習する環境
づくりに努める。また，「家庭学習調査」に協力し，学習時間の目標達成と丁寧に取り組むことの二点に
ついて声をかける。
□学校の「ファミリー読書」を活用し，家庭で読書をする雰囲気をつくったり，親子で読書に親しむ時間
をつくったりする。
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１　本校の結果の概要

２　分析結果と改善策

４年

５年

６年

□国語辞典や漢字辞典を日常的に活用する場面を増やし，語彙力を高め
る。
□書くときには，テーマについて自分の考えをもたせ，目的や必要に応
じた内容を表現する活動を取り入れる。また，日記や作文を書く際，
テーマや字数，段落数などの条件を設定して書く活動を増やす。
□学校図書館やインターネット等を利用し，調べ学習を行い，情報を取
捨選択する能力や効果的に表現する力を育てる。
□読書を奨励し，様々な分野の本に触れる機会を作る。

（１）各教科の結果分析と改善策

教科 学年 分析結果・課題

国語

○漢字を読み書きする力が身についてい
る。
○物語の内容や登場人物の気持ち等を適
切に読み取る力が身についている。
●書くこと（作文）の個人差が大きい。
指定された長さや段落構成で文章を書く
力や書こうとすることの中心を明確にし
たり具体例を挙げたりして書く力に課題
がみられる。
●大事なことを落とさないように聞き取
る力に課題がみられる。

○漢字を読み書きする力が身についてい
る。
○物語や説明文の内容を読み取る力が身
についている。
○言語（修飾語や指示語等）に関する事
項について理解している。
●書くことの個人差が大きい。指定され
た長さで文章を書く力や，目的や必要に
応じて自分の考えを書く力に課題がみら
れる。

○質問の意図を捉えながら聞き，自分の
意見と比べるなどして考えをまとめる力
が身についている。
○登場人物の心情について，情景描写を
もとに捉える力が身についている。
●文章全体の構成の効果を考えたり，他
のものと比較して書いたりする力に課題
がみられる。
●文章の中で漢字を正しく使う力に課題
がみられる。

□文章を読み取る力を身につけるため，国語の授業で単元を貫く言語活
動を設定し，自力で読み取ったり，表現したりする経験をさらに増や
す。
□全体構成を考えて文が書けるように，メモをしてから文を書いたり，
日記や作文を書く際にテーマや字数，段落数などの条件を設定して書い
たりする活動を取り入れる。
□内容を理解する力をつけるために，読書活動や新聞を読むことをさら
に推進していく。
□日々の漢字練習を積み重ねるとともに，漢字を使った短文作りの活動
を取り入れる。

平成30年度　全国及び市学力・学習状況調査結果分析と改善策

　記号について
　　　○：成果
　　　●：課題
　　　□：これからの取組

【国語】
　○継続的な取組（家庭学習，朝学習）により基礎的・基本的な学力が身についている。
　●与えられた条件（文字数，段落数等）に合わせて，自分の考えを書く力に課題がみられる。
【算数】
　○基本的な四則計算については，正しく計算する力が身についている。
　●割り算，分数，小数，割合など，各学年ごとに理解を促すための継続学習が必要な領域や課題ががみられる。
【社会】
　○地域の発展につくした人々，ごみの処理と利用，日本の農業や水産業，食品生産について，理解できている。
　●複数の資料から読み取ったり，見比べて考えたりする力に課題がみられる。
【理科】
　○一年間の植物の成長，月と星，物のとけ方，電流が生み出す力について，理解できている。
　●実験技能の習得，既習の知識やグラフから考察して説明する力に課題がみられる。
【生活・学習習慣】
　○校内研究として全学年で取り組んだため，授業でのめあてや振り返り活動をしていると答えた児童が多かった。
　○家庭学習に毎日取り組んでいる児童が多い。また，復習をよくしていると答えた児童も多い。
  ●話し合い活動で自分の思いを表現したり，順序立てて課題を解決したりする力に課題がみられる。

出雲市立中部小学校

課題に対する学校の改善策

□国語辞典，漢字辞典を日常的に活用する場面を増やし，語彙力を高め
る。
□日常的に書く活動を増やし，書くことへの抵抗感を減らす。自分の考
えを表現できるテーマについて，自分の考えや思いのもととなる根拠を
添えて書く活動を取り入れる。また，文字数や段落数などの条件を設定
して作文を書く活動を取り入れる。
□補充学習の時間等に，短文を読み聞かせてから，いくつかの質問に答
えさせる活動を継続し大事なことを聞き取る力を育成する。
□科学的な読み物や児童向け新聞記事を紹介したり，それをもとにした
自主学習を奨励したりすることで，内容を適切に読み取る力を育成す
る。
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教科 学年

４年

５年

６年

５年

６年

５年

６年

（２）市教育委員会の改善策

□科学に関する話やニュースを日常的に取り上げ，興味・関心を高め
る。
□日常生活と教科書の内容を関連づけ，考える場を設定する。
□予想，実験方法，実験(観察)，結果，考察という流れで授業を行う。
□実験技能を正しく習得できるように，できるだけ少人数で実験し記録
する機会を増やしていく。

□既習の知識や実験結果と照らし合わせて考察し，伝え合う場を設定す
る。
□予想，実験方法，実験(観察)，結果，考察という流れを大事にする。
□実験技能を正しく習得できるように，できるだけ少人数で実験し記録
する機会を増やしていく。
 

□教育指導監の学校訪問において，「主体的，対話的で深い学び」の視点から授業改善について指導と助言を行う。また，
「平成３０年度全国学力・学習状況調査結果分析及び改善策」で挙げられた学校の改善策（特に「ペア・グループ→全体での
思考の練り上げの際の教師行動」）について，指導と助言を行う。
□出雲市学力向上研修（＋１講座），授業公開，各種研修会を開催し，教員の授業力向上を図る。
□ＩＣＴ機器等の整備を推進することにより，各学校における授業改善や児童生徒の学習意欲向上を支援する。

社会

○地域の発展につくした人々について理
解している。
○ごみの処理と利用について理解してい
る。
●安全なくらし（火事）についての理解
に課題がみられる。
●都道府県名や位置を正しく理解するこ
とに課題がみられる。
●複数の資料から読み取り考える力に課
題がみられる。

○日本の農業と水産業について理解して
いる。
○日本の食料生産について理解してい
る。
●工業生産と工業地域，わたしたちの生
活と環境についての理解に課題がみられ
る。
●資料を読み取り考える力に課題がみら
れる。

□農業について，自分たちの生活と関連させて理解できるように，地域
の方に話を聞いたり，見学等をしたりして，理解を深める。
□地域の工業について教材開発をし，自分たちの生活と工業を関連づけ
てとらえさせ，理解を深める。
□ICTを効果的に活用し，資料の見方や考え方を，授業の全体の場で学
習するようにし，活用力を育てる。

理科

○１年間の植物の成長について理解して
いる。
○月と星について理解している。
●電気のはたらき（電流）の理解につい
て課題がみられる。
●温度による空気の体積変化の理解につ
いて課題がみられる。
●実験方法を推測する力に課題がみられ
る。

○乾電池のつなぎ方と電流の向きについ
て理解している。
○食塩水の蒸発について理解している。
●実験技能（ろ過）に課題がみられる。
●結果を見通した実験を構想する力に課
題がみられる。

□日ごろの授業から，資料を読み取る機会を増やす。また，複数の資料
から考える活動を意図的に取り入れていく。
□地域の人を招いたり，実際に地域に出かけたりして，直接的に社会事
象をとらえさせることで，関心意欲を高めたり，理解を深めたりする。
□日本地図で位置を確かめたり，地域の特色を意識したりする授業を日
ごろから行う。

分析結果・課題

算数

○大きい数，小数，分数において，数の
相対的な大きさについて理解している。
○円の半径について理解している。
●位取り記数法を理解し，大きな数を表
すことに課題がみられる。
●割り算の文章題の立式，余りを切り上
げて処理する割り算の答えを出す問題に
課題がみられる。
●時刻間の時間の計算，グラフや表を理
解して読み取ったことを説明する力に課
題がみられる。

○分度器の使い方，１８０°より大きい
角の大きさの計算が身についている。
○伴って変わる２つの数量の関係を式に
表す力が身についている。
●真分数，整数，仮分数，帯分数の大小
関係の理解に課題がみられる。
●分数，小数の計算に課題がみられる。
●折れ線グラフや二次元表を読み取る力
に課題がみられる。

○基礎的，基本的な算数の力が身につい
ている。
○数量関係を理解し，数直線上に表す力
が身についている。
●問題を解くまでの条件が増えて，複雑
になると，立式や計算ができなくなる。
●百分率の理解に課題がみられる。

□授業中，発展問題に取り組む時間をできるかぎり確保する。
□プリントを用意して，家庭でも発展問題に取り組めるようにする。
□割合は，テープ図に，もとにする量とくらべられる量を描かせること
で，視覚的に理解しやすくさせる。また，割合の意味の理解や計算を復
習する機会を設ける。

課題に対する学校の改善策

□文章題を考える際に，図や絵を使って場面をイメージしたり，数量関
係を捉えさせたりする。
□問題作り活動を通して，わり算の具体的場面をイメージできるように
する。
□棒グラフに触れる機会を増やすことで，棒グラフへの興味関心を高
め，理解を促す。
□計算会，ミニテストの中に課題の項目の問題を意識的に入れ，繰り返
し学習することで，理解の定着を図る。

□分数の大小比較や整数との関係を学習する際は，数直線を活用するこ
とで理解を促す。学習後もプリント学習や家庭学習で継続的に取り組む
ことで力をつけていく。
□文章問題を考える際には，図や絵を使って考える時間を多くとる。
□家庭学習で計算問題の復習を繰り返し行う。
□分数を視覚的に理解させるために模型などを準備して，実物を観察す
る機会をつくる。
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【学校独自の取組に関すること】
１　授業改善
　○Ｈ27年度から校内研究の取組として，めあての提示や振り返り活動の実施，ペアやグループ
　　での話し合い等に取り組み，５年生で以下のような成果が見られた。
　　・授業の中でめあてやねらいを示す…67.9% （出雲市平均51.9%）
　　・授業の最後に学習内容を振り返る…41.5% （　   〃　　40.7%）
　○話し合い活動で考えを深めることには，５年生で成果が見られた。
　　・友達の前で発表することが得意　　　　…32.1%（出雲市22.1%）
　　・学級の友達と話し合う活動をよく行った…41.5%（　全国38.4%）
２　説明好きの児童を増やす
　●算数が好きな６年生児童は，依然全国平均との差が-11.6ポイントある。その要因として，自分
　　の考えを書いたり話したりする表現を苦手としている児童が多いことがあげられる。低学年から
　　学年相応のプレゼンテーションの活動を取り入れ，段階的に表現力をつけていけるような指導
　　計画を立て実践していく必要がある。

②家庭生活に関すること

③学校独自の取組に関
すること

【家庭生活に関すること】
１　家庭学習の時間
　○「平日に家庭学習を１時間以上する」と答えた６年生児童の割合が80.3％だった。Ｈ27年度の
　　58.1％，Ｈ28年度の65.1％，H29年度の66.8％から，さらに改善してきた。
２　テレビ，ゲーム等の時間および携帯電話等の通信機器使用時間
　○「テレビやインターネットのニュースを見る」と答えた６年生児童の割合は83.6％で，県および
　　全国をわずかながら下回った。（県平均…85.4%，全国平均…86.2％）
　●「週末にテレビやビデオ・ＤＶＤを見たり，ゲームをしたり，インターネットをしたりしてい
　　る」と答えた６年生児童が85.2％で，県及び全国をわずかながら上回った。（県平均…83.1%，
　　全国平均…82.4％)
　●放課後にテレビやビデオ・ＤＶＤを見たり，ゲームをしたり，インターネットをしたりしてい
　　る」と答えた６年生児童が88.5％で，県及び全国を上回った。
　（県平均…79.6%，全国平均…81.0％)
３　生活習慣
　○朝食を食べる，決まった時刻に起床就寝をする等は，全て県および全国平均を上回っており，正
　　しい生活習慣が身についていると考えられる。
４　地域行事への参加
　○「地域の行事に参加する」と答えた６年生児童が42.6％で，県及び全国平均を上回った。
　●「地域や社会で起きていることへの関心がある」と答えた児童は14.8％で，全国平均26.8%
　　を大きく下回った。同様に，「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」と
　　答えた児童は9.8％（全国平均17.3％），「地域社会のボランティア活動に参加したことがあ
　　る」と答えた児童は26.2％（全国平均36.1％）と大きく下回った。

（３）学習状況調査の結果

項　　　　　目

①学習に関すること

分　析　結　果　・　課　題

【学習に関すること】
１　学習意欲や授業への取組
　●「算数の勉強は好き」と答えた６年生児童の割合が，県および全国平均を大きく下回っており，
　　全国との差は－11.6ポイントもある。一方で「算数の勉強は大切だと思う」「算数の勉強は将
　　来，社会に出た時に役に立つと思う」と答えた割合は，県および全国を上回っている。算数
　　の学習を大切だと考えている児童の思いを大切にして，引き続き，興味関心を高める授業改善
　　と「できる・わかる」指導体制の充実を図る必要がある。
２　読書への取組
　●「（マンガや雑誌を含まない）本を読んでいる」と答えた４・５年生児童の割合は，ともに全
　　国平均を下回っていた。６年生の「授業時間以外の平日の読書時間が１時間以上」と答えた割
　　合は14.8％で，全国よりは下回るものの県平均とほぼ同じであった。反対に「全く読まない」
　　と答えた割合が19.7％で，県及び全国平均をわずかながら上回っているが，普段の読書をする
　　時間は全体的に少ない傾向がみられる。
　●「新聞を読む」と答えた４年生児童は43.4％，5年生児童は34.8％，６年生児童は2１.3％で，
　　全国平均を下回っている。
３　家庭学習への取組
　○教科書を使って予習や復習に取り組む児童が多い。
　○６年生児童は全員が「家で学校の宿題をしている」と答えた。平日の家庭学習の習慣が身に
　　ついてきている。
　○「自分で計画を立てて勉強している」と答えた４年生児童は73.6％，５年生児童は65.2％，
　　６年生児童は68.9%と，全国平均をわずかながら上回っている。学年毎に『家庭学習の手引
　　き』を作成し，児童や保護者へ周知している成果が表れていると考えられる。
　●「家で学校の授業の予習・復習をしている」と答えた６年生が全国平均をわずかに上回ってい
　　る。しかし，「あまりしない」と答えた児童が34.4％で県及び全国平均より多かった。また，
　　４・５年生では，「復習をする」と答えた児童に比べて，「予習をする」と答えた児童が少な
　　かった。
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１ 基本的生活習慣・学習習慣・姿勢づくりの取組
　□引き続き，『ノーメディア週間（読書旬間）』の取組を通して，規則正しい生活やメディアとの
    接触時間について，児童への指導を行うとともに，保護者への協力を呼びかける。また講演会の開催
　　や資料の提供をすることで家庭への啓発を行っていく。
　□『家庭学習の手引き』を配布するだけでなく，懇談会等で説明することで，保護者へ直接協力を依頼
　　する。また，家庭学習ノートに保護者のサインを書いてもらったり，定期的に家庭学習時間の
　　調査を行ったりする等，意識を高める取組をする。
　□よい学習をするためには，よい姿勢が大切である。朝の活動時間に体幹を鍛えたりストレッチ体操を
　　取り入れたりするなどして，よい姿勢を保つ体や気持ちよく学習に臨む心を育てていく。また，少し
　　難しい問題にも立ち向かえる気力を養っていく。
　□読書活動をさらに推進し，児童が本を借りやすく，本に親しみやすい学校図書館の環境を整えるとと
　　もに，授業等での学校図書館の利用を促す。
　□パソコンを使ったり学校図書館で調べ学習に取り組んだりする活動を意図的に取り入れる。調べ学習
　　に関するツール（図書資料，パソコン，辞書など）を利用して学習に取り組める仕組みづくりを行
　　う。
２　算数科を中心とした校内研究の取組
　□全国平均との差がｰ11.6ポイントの『算数が好きな児童』をさらに増やしていくために，全校体制で算
　　数科の研究に取り組んでいく。導入の工夫や思考場面での操作活動，思考を促し助けるワークシート
　　の工夫，ペアでの説明活動などを取り入れることで，「分かりたい，知りたい，できるようになりた
　　い，発表したい」と思える児童を育てるための授業づくりを実践を通して研究していく。
　□算数に対する意識調査では，改善してきているものもあるが，全体としてはまだ全国平均と比較する
　　とマイナス傾向が強い。算数のよさや日常生活で活用する便利さが感じられるような指導を低学年か
　　ら積み上げていく。
３　学び合う集団作り
　□日常観察やQ-Uアンケート，校内教育相談などを通して，悩みを抱えていたり友達関係で困っていたり
　　する児童を把握する。個々の悩みを解決していくことで，のびのびと活動でき，学級の中で自分の考
　　えが堂々と言える集団作りをしていく。
　□学級会活動の充実を図り，学年に応じた話し合い活動や課題解決の方法を学ぶことにより，自分の考
　　えを分かりやすく話したり，友達の考えをしっかり聞いたりすることができる集団作りをしていく。

学　　　校

教育委員会

（４）学習状況改善への取組

家　　　庭

□調査結果について市全体の状況を分析して保護者向けリーフレットやポスターを作成し，家庭学習や生活
習慣等について学校と家庭，地域が連携して取り組めるよう支援する。
□教育委員会が実施する放課後学習等支援事業への参加を呼びかけ，児童生徒の家庭学習の習慣化や学力向
上についての支援を行う。
□保幼小・小中連携を推進し，校種間で連携して基本的生活習慣の定着や学力育成が図られるよう支援す
る。

１　基本的生活習慣の確立への取組
　□PTAや学校の講演会・研修会に積極的に参加し，メディアとの関わりについて時間や場所など，家庭で
　　ルールを決め実践していく。
　□『いい朝づくり週間』『ノーメディア週間（読書旬間）』だけでなく，日常的に規則正しい生活を送
　　ることができるようにする。特にメディアとの関わりで就寝時刻が遅くならないように家族が協力
　　する。
２　家庭学習の取組
　□家庭学習にサインやコメントを書いたりするように努める。少なくとも，ノートやプリントに目を通
　　し，日ごろの取組を把握する。
　□家庭学習の手引きを参考に，習い事やスポ少の活動があっても学習時間が確保できるようにする。
３　子どもとの会話
　□子どもとの会話の時間を意図的に作り，話す楽しさ，聞いてもらう喜びを感じさせる。
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１　本校の結果の概要

２　分析結果と改善策

４年

５年

６年

平成30年度　全国及び市学力・学習状況調査結果分析と改善策

　記号について
　　　○：成果
　　　●：課題
　　　□：これからの取組

〈国語〉
〇文章の内容や登場人物の気持ち，様子を読み取る力が身についている。
●文章の中で適切に漢字を使う力や，指定された条件に合わせて文章を書く力を伸ばしていく必要がある。
〈算数〉
〇筆算などの計算や，長さや角度を測定する技能が身についており，粘り強く問題に取り組む意欲も出てきている。
●問題を解くのに時間がかかったり，条件が多いと答えを導き出せない場合があるので，多様な問題に取り組む必要があ
る。
〈社会〉
〇見学など体験を伴って得た知識をきちんと身につけている。
●年表や地図を読み取る技能，山地や山脈や河川の名前など基本的な知識の定着に課題がある。
〈理科〉
〇学習した知識や技能はおおむね身についている。
●実験・観察から，理由や結果を考察し，理科の用語を使って，説明する力をつける必要がある。
〈生活・学習習慣〉
〇基本的な生活習慣が身についており，宿題等にも真面目に取り組むことができる。
●土日の学習時間と読書時間が短いことと，新聞を読まない児童が多い点を改善していくことが必要である。

出雲市立出東小学校

課題に対する学校の改善策

□書き取り会の範囲にローマ字も入れ，問題の中に毎月１問ずつ，ロー
マ字を出題する。
□言葉の力をつけるプリントを，朝の学習時間や，宿題で取り組ませ
る。

□新聞を授業や，家庭学習に活用する。
　①記事の読み取り（読む・意味調べ・感想を書く）
　②記事を要約する。
　③漢字の活用力をみがく。
□各教科で，１時間の授業の中に意図的にいろいろな書く活動を位置づ
けて，書くことに対しての抵抗をなくしていく。
　

（１）各教科の結果分析と改善策

教科 学年 分析結果・課題

国語

〇話す力聞く力があり，意欲的に話し
合いをすることができる。
〇漢字の読み書きが定着している。
●ローマ字を書く力を伸ばす必要があ
る。
●主語・述語，修飾語，指示語など文
法の理解を深める必要がある。

◯習った漢字を読んだり，文章の内容
を読み取ったりする力はついている。
●文章の中で，習った漢字を正しく書
く力，適正に使用する力，耳で聞いて
内容を理解する力を伸ばす必要があ
る。

◯物語や説明文のあらすじや内容をつ
かむことや，登場人物の気持ちや様子
を読み取ることができる。
●条件に合わせて，決められた文字数
で文章を書く力をつける必要がある。

□時間以内に，条件付き作文が書けるように，大事な言葉を選んだり，
簡潔に書いたりする練習をする。
□言葉の力をつけるために，読書の習慣化を図る。
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教科 学年

４年

５年

６年

５年

６年

５年

６年

課題に対する学校の改善策

□小数の計算の復習を，朝の学習の時間や宿題で取り組む。
□時刻について，３年時の問題を復習し，プリントで定着を図る。

□朝の学習時間や，帰りの時間を使って，計算問題に繰り返し取り組
む。
□計算力の実態を把握し，つまづいているところを補充する。

分析結果・課題

算数

◯どの項目も，全国平均を上回ってお
り，基礎基本が身についている。
◯算数が好きで，難しい問題を解こう
とする意欲が高い。
●整数−小数の誤答があったので，復
習の必要がある。
●時刻の差の計算を間違えやすい。

◯授業で分からないことは，質問しよ
うとする態度が見られる。
●平行四辺形の作図，分数，少数の計
算の力をつける必要がある。
●理由や解き方をを言葉で説明する力
を伸ばす必要がある。

◯計算力の向上が見られる。
◯記述式の問題も，何とか解こうとい
う意識があり，無回答が少ない。
●問題の量に対して，時間配分ができ
ていない傾向がある。
●問題の条件が多いと，題意を読み取
るのが難しい。

□条件が多い問題に，じっくり取り組む機会を設ける。
□時間配分を意識して，問題に取り組ませる時間をつくる。
□授業のふり返りに力を入れ，条件を指定してまとめたり，分かったこ
とを記述したりするなどの活動の時間を確保する。

社会

◯「安全を守る活動」「先人の働き」
の領域は，全体的によく理解できてい
る。
●基礎的な知識や技能（年表の読取・
方位の理解・地図記号の理解・縮尺の
考え方）を高める必要がある。

◯農業，食料生産についての正答率が
高い。
◯見学や体験を通して得た知識は，よ
く身についている。
●「日本の国とくらし」の中で，山
地・山脈の名前など忘れがちである。

□知識の定着を図るために，繰り返し授業の中で確認したり，振り返っ
たする時間を設ける。
□家庭学習や，朝のプリント学習で，基礎的な知識の復習をする。

理科

◯「天気の様子と気温の変化」につい
ての知識はよく身についている。
●実験から，結果を推測する力が弱
い。
●月の動きや形について理解する力が
弱い。

◯実験・観察をした事象については，
内容をおおむね理解している。
◯記述式の問題に対して，しっかりと
書こうとしている。
●人体に関する知識が身についていな
い。
●条件に合わせて，実験の結果を端的
に表すことに慣れていない。

□年表を読み取ったり，方位や縮尺を使って方角や距離を確かめる作業
の指導をていねいに行い，活用できるようにしていく。

（２）市教育委員会の改善策

□理科の言葉を使って実験結果をまとめたりふり返ったりすることで，
知識の定着を図る。
□家庭学習や，朝のプリント学習で，基礎的な知識の復習をする。

□実験後，条件や結果を端的に書き表す練習をする。
□理科の用語をきちんと使って説明するようにする。

□教育指導監の学校訪問において，「主体的，対話的で深い学び」の視点から授業改善について指導と助言を行う。また，
「平成３０年度全国学力・学習状況調査結果分析及び改善策」で挙げられた学校の改善策（特に「授業における効果的な振
り返り」など）について，指導と助言を行う。
□出雲市学力向上研修（＋１講座），授業公開，各種研修会を開催し，教員の授業力向上を図る。
□ＩＣＴ機器等の整備を推進することにより，各学校における授業改善や児童生徒の学習意欲向上を支援する。
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（３）学習状況調査の結果

項　　　　　目

①学習に関すること

分　析　結　果　・　課　題

【学習に関すること】
◯「家で学校の宿題をしてますか」に対して肯定的な回答をした児童の割合は９５％以上で，学習
に責任を持って取り組む姿勢がうかがえる。
◯「家で，学校の授業の予習・復習をしていますか」に対して，肯定的な回答をした児童の割合
は，約６３％で良い傾向に向かっているが，教科書を使いながら学習するように，さらに指導して
いく必要がある。
◯記述式の問題に対して，「全ての書く問題で最後まで回答を書こうとした」と回答した児童が８
０％近くいたので，問題に立ち向かう気持ちが育っていると言える。
●学校の勉強が大切であると感じている児童はどの教科もおおむね９０％いるが，「算数は好きで
すか」の質問に対して，肯定的な回答は約６０％にとどまっている。

②家庭生活に関すること

③学校独自の取組に関
すること

【家庭生活に関すること】
◯基本的な生活習慣（朝食を食べる・就寝時刻を守る・家の手伝いをする）は身についている。
◯「家の人と学校の出来事を話す」「地域のことを調べたり，地域の人と関わったりする機会が
あった」と回答した児童の割合が８０％を超え，家庭の関心が高く，地域の協力も得られているこ
とがわかる。
◯土日の学習時間が少ない児童が多かったが，少しずつ休日の学習時間が増えている。
●「新聞を読んでいますか」に対して，まったく，またはほとんど読まない児童が半数を超えてい
る。
●「学校の時間以外の読書時間」が３０分に満たない児童が６０％を超えている。

【学校独自の取組に関すること】
１．算数の学習が大切だと考え将来役に立つと思っているし，少しずつだが好きだと思う児童も増
えてきていることから，以下のことを今後も継続して取り組む。
　①学習規律の定着
　②学習意欲の向上
　③数学的思考力の向上
　④授業によるコミュニケーション力の向上
　（仲間と学び合いながら，意欲的に取り組む算数の授業づくりを目指して）
２．学習に向かうことができる体づくり
　　～体幹を鍛えよう～

-100-



□保護者が「家庭学習のしおり」を読み,めあてとする家庭学習の時間を確保する。
□年２回の「家庭学習調査」で児童の家庭学習状況を把握し,保護者が成果や課題を学校と一緒になって
考える。
□毎学期１回実施する「スマイルカード」（メディア・生活リズムチェックカード）で,保護者は子ども
の生活習慣について見直す。
□体づくりについて講演会や便りなどをもとに，親子で話し合ってきまりを作って実践する。
□新聞を使った授業を取り入れ，家庭でも新聞の記事を話題にする。
□読書の習慣化を図り，いろいろなジャンルの本を読むように指導する。親子読書に進んで取り組む。

学　　　校

教育委員会

（４）学習状況改善への取組

家　　　庭

□調査結果について市全体の状況を分析して保護者向けリーフレットやポスターを作成し，家庭学習や生
活習慣等について学校と家庭，地域が連携して取り組めるよう支援する。
□教育委員会が実施する放課後学習等支援事業への参加を呼びかけ，児童生徒の家庭学習の習慣化や学力
向上についての支援を行う。
□保幼小・小中連携を推進し，校種間で連携して基本的生活習慣の定着や学力育成が図られるよう支援す
る。

□複数の教員による実態に応じた指導や１時間の授業の中でのめあてと振り返りの実施,自分の考えをま
とめるためのノート指導,ペア学習などによる伝え合う時間の確保に取り組んで算数を中心とした学力の
向上と定着を図る。
□中学進学に向け,最低でも１時間は家庭学習に取り組むよう,再検討した学年別の「家庭学習のしおり」
を５月に配布した。さらに学級懇談でも保護者に対して説明し理解と協力を求めた。
□年２回の家庭学習調査では，家庭学習の内容（宿題・読書・予習・復習・新聞読みなど)を調査するこ
とで今後の家庭学習の指導に生かす予定である。
□読書に関してはよく図書室を利用している。今後,読書の質や内容を高める指導とともに「家読」（家
庭での読書）の取組が進むように「図書だより」や「学級通信・PTA活動」などを通して,家庭に繰り返し
啓発活動を行っていく。
□「スマイルカード」（メディア・生活リズムチェックカード）の取組の結果,メディア接触の時間が長
い児童は家庭学習の始まりの時刻を守りにくい傾向がわかった。親子で相談して取り組めるように呼びか
ける。
□人権・同和教育を基盤とした学校づくりを継続していく。（縦割り班活動・ペア学年交流）
□復習の大切さや，結果に結びつくことを実感させ，家庭学習への取り組みをさらに意欲的にできるよう
にする。
□算数が好きになるように，授業の導入を工夫したり，生活の中に結び付けたりする。
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１　本校の結果の概要

２　分析結果と改善策

２年

３年

２年

３年

□プリントや宿題等で問題演習を行い基礎・基本の
定着を目指す。
□正答率が低い分数の計算などは，復習しながら丁
寧に扱う。

□小テストやプリントを活用した復習の機会を設け
る。
□生徒の発言や発表によって授業を進めていく手だ
てを講じたり，班学習を活用したりして，主体的に
学ぶ態度や表現する力を育てる。
□発問や教材の工夫によって，自ら考える力を育て
たり，深い学びにつなげられるようにする。

□引き続き，毎時間の漢字テストや自学ノートをと
おして基礎基本の定着を図る。
□教科書の書く単元を利用したり，作文問題に取り
組んだりして，筋道立てて書く力や語句の正しい用
法を身につける。
□授業の方法を改善して，生徒の興味関心を引く授
業に努める。

平成30年度　全国及び市学力・学習状況調査結果分析と改善策

○基本的な生活習慣が身についていて，授業をしっかり聞いて宿題や復習をきちんとしている。
○各教科とも全体的に基礎・基本が身についている。
●作文や記述などの表現力に課題がある。
●分からない時に自分から質問したり，いろいろな方法を考えることがやや少ない。

分析結果・課題

数学

出雲市立第一中学校

　記号について
　　　　○：成果
　　　　●：課題
　　　　□：これからの取組

（１）各教科の結果分析と改善策

教科 学年 課題に対する学校の改善策

○全体的に基礎・基本は身について
いる。特に，話合いの内容を聞き
取ったり,説明文の内容を読み取っ
たりする力が高い。
●「作文」に課題がある。
●観点別に見ると,書く能力の正答
率が低く,関心・意欲・態度に関す
る回答率もやや低い。

○県の平均とほぼ同程度で，数学へ
の関心・意欲・態度も概ね良好であ
る。数学A，数学Bともに資料の活用
分野の正答率が高い。
●平面図形や空間図形，及び一次関
数の単元の問題の正答率がやや低
い。
●記述式の問題の正答率が低く，表
現力に課題がある。

国語
□基本的な力の定着を大切にした学習を継続する。
□言葉や表現を正確に読み取るために，国語辞書を
活用して語彙力を高める工夫をや接続詞やキーワー
ドなどに注目させ，文章を構造的に読み取る力をつ
ける。

○国語A・Bともに，全般的には市・
県・全国の平均を上回っており，い
ずれも話す・聞く能力が高い。特に
国語Bでは，場面の展開や登場人物
の描写に注意して読み，内容を理解
する問題の正答率が高い。
●国語Bにおいて，登場人物の言動
の意味などを考え，内容の理解に役
立てる力に課題がある。

○全体的に,基礎・基本は身につい
ている。観点別に見ると思考・判断
力が市・全国の平均をそれぞれ５ポ
イント，８ポイント近く上回ってい
る。領域別では,比例・反比例,平
面・空間図形で高い結果を示してい
る。
●小学校の計算の復習の正答率がや
や低い。
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教科 学年

２年

○全国平均とほぼ同程度で概ね良好
である。特に，世界各地の人々の生
活と環境の問題の正答率が高い。
○観点別に見ると，思考・判断力の
能力が高い。
●世界地図の特徴の理解をもとに，
距離を読み取ったり，地図中の経度
を読み取ったりする問題の正答率が
やや低い。

□学習課題に応じて世界地図等による視覚的資料を
積極的に用いる。
□地図を読み取り，地形の特徴や計算ができるよう
に指導する。
□表やグラフを読み取ったり，説明したりする活動
を設定する。

２年

○全ての分野で正答率が高く，市・
全国の平均を大きく(10ポイント以
上)上回っている。
○リスニングやさまざまな英文の読
み取り，３文以上の英作文の能力が
特に高い。
●語彙の知識・理解，場面に応じて
書く英作文については，他の部分に
比べて正答率が低い。

２年

○全体的に基礎・基本は身について
いる。特に，身のまわりの物質とそ
の性質や音の性質，火山についての
問題の正答率が高い。
●光の性質，力と圧力の問題の正答
率がやや低い。
●観点別に見ると思考・判断力がや
や低い。

□身の回りの自然現象が起きる原因や，実験の考察
を文章や言葉で説明をしたり，生徒同士で議論した
りする活動を増やす。

□今後も表現する力（話す・書く）をさらに伸ばし
ていくための言語活動を工夫し強化する。

（２）市教育委員会の改善策

□教育指導監の学校訪問において，「主体的，対話的で深い学び」の視点から授業改善について指導と
助言を行う。また，「平成３０年度全国学力・学習状況調査結果分析及び改善策」で挙げられた学校の
改善策（特に「学び合い学習」）について，指導と助言を行う。
□出雲市学力向上研修（＋１講座），授業公開，各種研修会を開催し，教員の授業力向上を図る。
□学校司書や読書ヘルパーを配置し，各学校における学校図書館を活用した学習や読書活動の推進を支
援する。

□身近な現象と学習内容を結びつけたり，できる限
り生徒が実験をする機会を増やしたりするといっ
た，現在取り組んでいる活動を継続する。
□自分の考えを説明したり，いくつかの知識を関連
付けて思考したりする活動に力を入れ，記述式問題
に対応する力をつけさせる。

理科

分析結果・課題 課題に対する学校の改善策

社会

英語

３年

○全ての分野で県・全国の平均を上
回っている。特に知識に関する問題
の正答率や，自然現象への関心・意
欲・態度が極めて高い。
●記述式の問題についての正答率が
やや低い。

-103-



項　　　　　目

（３）学習状況調査の結果

①学習に関すること

③学校独自の取組に関すること

【学習に関すること】
〔２年生〕
○全ての授業で先生の話をしっかり聞くことができている。(国96.6% 社
会97.7% 数学96.0% 理科96.0% 英語96.0%)
○全ての教科の宿題をきちんとしている。(国95.4% 社94.8% 数95.4% 理
93.7% 英93.1%)
○全ての教科で復習をしている生徒の割合が全国比で高い。
(国 +13.9 社 +17.1 数 +16.2 理 +19.3 英 +19.8)
○返された答案の見なおしをしている生徒が多い。(国81.0% 社78.2%
数75.9% 理71.3% 英78.2%)
●授業で分からないことがあったとき，英語以外は先生に質問する生徒
が少ない。(全国との比較　国 -2.9 社 -0.9 数 -2.9 理 -1.1 英
+9.7）
特に学力・学習３層で見ると，下位層になるにつれて，その傾向は高
い。

〔３年生〕
○学校の規則を守っている生徒が多い。（98.0%)
○家で学校の宿題をしている生徒が多い。(95.7%)
○授業で学習したときは，将来，社会に出たときに役立つ(数学80.5%，
理科71.3%)と思う生徒の割合が全国平均より多い。
○理科の勉強は大切だと思っている生徒が多い。(82.9% 全国70.6%)
○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生徒が
多い。〔数学〕46.9% 全国38.7%　　〔理科〕67.8% 全国45.4%
●授業や課外活動で地域のことを調べたり，地域の人と関わったりする
機会があったと答えた生徒が少ない。(67.1% 島根76.9% 全国68.7%)
●数学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
考える生徒が少ない。(65.3% 全国70.3%)
●生徒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う生徒が少ない。(75.0% 島根77.9%)

分　析　結　果　・　課　題

【学校独自の取組に関すること】
〔メディア教育〕
〔２年生〕
○テレビのニュースを見ている生徒が多い。(84.5% 全国79.1%)
○勉強にパソコン（インターネットを含む）を利用している生徒が全国
に比べて多い。(43.1% 全国29.4％)

〔３年生〕
○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る（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）生徒の割合が多い。(84%)

②家庭生活に関すること 【家庭生活に関すること】
〔２年生〕
○朝食(96.0%)，夕食(100.0%)をきちんと食べており，家の人といっしょ
に食べている割合が全国と比較し高い。(朝食 +18.5 夕食 +6.7)
○家の人と決めた約束やきまりを守ったり(84.5%)，出かけるときは，家
の人に行き先を言ったりしている(91.4% 全国比+11.5)生徒が多い。
●地域の行事に参加している生徒が少ない。(42.0%)
●新聞の記事を読んだり(27.6%)勉強に図書館を利用している生徒
(14.4%)が少ない。

〔３年生〕
○朝食を毎日食べている生徒が多い。(95.2%)
○将来の夢や目標を持っている生徒が多い。(78.0%，全国72.4%)
○人の役に立つ人間になりたいと思っている生徒が多い。(95.8%)
○家の人(兄弟姉妹を除く)と学校での出来事について話をする生徒が多
い。(78.6% 全国76%)
○新聞を読んでいる生徒が全国に比べて多い。(20.1% 全国13.9%)
●毎朝同じぐらいの時刻に起きている生徒は多い(90.3%)が，同じくらい
の時刻に寝ている生徒は少ない。(70.7%)
●地域社会などでボランティアに参加している生徒は多い。(80.6% 全国
73.6%)が，今住んでいる地域の行事に参加している生徒は少ない。
(40.8% 全国45.6%)
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教育委員会

□本校校区で毎月行っている「すこやかチャレンジ週間」を活用し，規則正しい
生活が身につくよう親子で意識をもって取り組む。
□家庭学習の時間や場所を確保する。
□定期テストや学力テスト前は，学校で立てた学習計画に沿って家庭学習ができ
るよう，声をかける。
□保護者への連絡文書を読み，できるだけ学校行事に参加して，学校での子ども
の様子を知る。
□本校のソーシャルメディアガイドラインに沿って作成された「メディアに関す
る家庭での約束」の家庭掲示用プリントを使い，家庭で話し合いルールを作る。
□住んでいる地域の行事にできるだけ参加するように子どもに声がけをする。

□授業で質問しやすい学習環境づくりを心がける。
□授業の中で話し合い活動や学び合いの場面を取り入れ，自分の考えや意見を発
表する機会を設ける。
□授業や学級活動で活用しやすいように図書館の整備を行う。
□生徒会の学習委員会で全校生徒に図書館の活用と本の貸し出しの呼びかけを行
う。
□総合的な学習の時間等で地域のことを調べたり，地域の人と関わったりする機
会を増やす。
□本校の校区で毎月行っている「すこやかチャレンジ週間」を活用して，テレビ
やSNS等の時間の使い方を考え，生活リズム作りに積極的に取り組む。
□本校のソーシャルメディアガイドラインに添って，「メディアに関する家庭で
の約束」を三者面談で配布し，家庭で話し合えるようにする。

□調査結果について市全体の状況を分析して保護者向けリーフレットやポスター
を作成し，家庭学習や生活習慣等について学校と家庭，地域が連携して取り組め
るよう支援する。
□教育委員会が実施する放課後学習等支援事業への参加を呼びかけ，児童生徒の
家庭学習の習慣化や学力向上についての支援を行う。
□メディア接触や情報モラルに関する教員及び保護者向けの研修会を開催し，家
庭や地域と連携して児童生徒の家庭生活の見直しを図っていく取組を支援する。

学　　　校

（４）学習状況改善への取組

家　　　庭
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１　本校の結果の概要

２　分析結果と改善策

２年

３年

２年

３年

○「文脈に即して漢字を正しく書
く」については良好な状況である。
●「書く」領域において「正答率が
全国平均値とほぼ同じ」であるが，
「自分の考えを表現する」ことに弱
さがある。

○「図形」「資料の活用」領域の正
答率は「市」の平均値を上回ってい
る。
●「関数」領域と「活用」に関する
問題に課題が伺える。
●「数と式」領域の問題について課
題が伺える。

●「数学B」において「事象を数学
的に表現する」や「数学的思考と数
理的処理」に弱さが伺える。
●「記述式問題」において課題があ
る。

国語
□「感想や創作作文」等の「短作文」を計画的かつ
継続的に設定し，「語彙・文法を適切に使うことが
できる」ようにする。
□「書いた作品」については，鑑賞活動を設定して
相互評価させ，「自他の良さ」に気付かせるととも
に「書く」抵抗感を軽減していく。

数学

出雲市立第二中学校

　記号について
　　　　○：成果
　　　　●：課題
　　　　□：これからの取組

（１）各教科の結果分析と改善策

教科 学年 課題に対する学校の改善策

○全体の正答率は「全国・市」の平
均値を上回っておりおおむね良好な
状況である。
○「漢字の読み書き」等，目標値を
大きく上回っている。
○「聞き取る」問題は目標値を上
回っている。
●「読む」能力に課題が伺える。

□基礎・基本的事項の定着を図るために小テスト・
単元テストを計画的に実施する。
□「数と式」領域の「正の数と負の数」について
は，特に数学的活動を多く設定し，数学的表現を行
う機会を増やして対応する。
□ワークシートや小テストなどにおいて，自分なり
の言葉で表現していく問題を設定する。

□基礎・基本的事項の定着を図るために毎時間小テ
ストを実施する。
□数学的表現力の向上を図る。
・授業中，グループ学習や学び合い活動を設定し数
学的表現を行う機会を増やす。
・ワークシートに自分の考えの記入欄を設定し，自
分なりの言葉で表現する場面を設定する。

□語彙を豊かにするよう「辞書の活用」を図る。
□ワークシートの活用とその工夫を図り，一人ひと
りの学習状況を掴みながら「読む能力」を支援す
る。

平成30年度　全国及び市学力・学習状況調査結果分析と改善策

【全国学力調査：中3対象】
○「国語A」および「理科」は「全国・県」の平均値とほぼ同じであり，「知識・理解」に関す習得状
況はおおむね良好である。
○生活習慣が確立している生徒が多く，規範意識も高い状況である。
●「数学A」は「県」平均値とほぼ同じであるが，「数学B」において「事象を数学的に表現する」や
「数学的思考と数理的処理」に弱さがある。
　特に，記述して答える問題（以下，「記述式問題」と呼ぶ）の無解答率が高い。
●「理科に対する興味・関心」や「地域・社会活動への関心」において課題がある。
【市学力調査：中2対象】
○すべての教科が「全国・県」の平均値とほぼ同じであり，「知識・理解」に関する習得状況はおおむ
ね良好な状況である。
●理科の「物理」領域において弱さがある。

分析結果・課題
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教科 学年 課題に対する学校の改善策

社会

英語

３年

○全体の正答率は「全国・県」の平
均値とほぼ同じである。
●「化学反応式」を表す「記述式問
題」について「無解答」率が「全
国」平均値より高い。
●「自然事象への興味・関心」につ
いて課題が伺える。

□「実験結果から考察する場面」において「粒子」
の見方・考え方によるモデル化を促す。その際，グ
ループによる「話し合い（学び合い）」を積極的に
導入することでより深い学びとなるよう促す。
□科学映像等を積極的に視聴させ，書籍紹介をする
などして生活との関連づけを図る。

理科

分析結果・課題

（２）市教育委員会の改善策

□教育指導監の学校訪問において，「主体的，対話的で深い学び」の視点から授業改善について指導と
助言を行う。また，「平成３０年度全国学力・学習状況調査結果分析及び改善策」で挙げられた学校の
改善策（特に「学び合い」「各活動」の充実等）について，指導と助言を行う。
□出雲市学力向上研修（＋１講座），授業公開，各種研修会を開催し，教員の授業力向上を図る。
□ふるさと・キャリア教育を推進し，児童生徒がふるさと出雲に対する愛着や誇りを持ったり自分の生
き方を考えたりできるよう支援する。

２年

○全体の正答率は「全国」平均値と
ほぼ同じでおおむね良好な状況であ
る。
●「英作文：場面に応じて書く」の
問題では「全国・市」の目標値に到
達していない。
●「知識・理解」領域の「語彙」に
関する問題では目標値に到達してい
ない。

２年

○全体の正答率は「基礎」「活用」
ともに「全国」平均値より高く良好
な状況である。
●「物理」領域の「光・音の性
質」，「生物」領域の「植物の分
類」に弱さが伺える。

□単元や内容ごとに「学習のまとめ」の時間を設定
するとともに「レポートを書く」等の課題を課し，
思考の言語化（表現化）を促す。
□科学映像等を積極的に視聴させ，書籍紹介をする
などして生活との関連づけを図る。

□「抵抗感なく英文が書ける」ことをめざして学習
活動を工夫する。
【例】評価基準は提示しつつ「語数の制約なし」や
「簡単な自由英作文」など「英文を書く」活動を授
業に取り入れる。
□高校入試問題を意識した「文脈から単語が推測で
きるような語彙テスト」を実施する。

□基礎・基本的事項の定着を図るため単元ごとに復
習を行う。
□映像資料や地図帳を積極的に活用する。
□「世界の地域構成」「世界の諸地域」において単
元のまとめとしてレポートを課し理解を促す。２年

○全体の正答率は「全国・市」の平
均値を上回っている。
●地理的分野の「世界の地域構成」
「世界の諸地域」の内容において課
題が伺える。
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②家庭生活に関すること 【家庭生活に関すること】
【3年】
〇「毎日同じくらいの時刻に寝ている」生徒は多い。
〇「放課後，何をして過ごすことが多いか」の設問に，「部活動の参
加」の次に「家族と過ごしている」が多く挙がっている。
●「地域の行事やボランティア活動に参加している」生徒の割合は「全
国・県」に比べ課題がある。
●地域や社会で起こっている問題や出来事への関心，新聞やニュースへ
の関心において課題がある。

【2年】
○「勉強にパソコンを利用している」割合は42.2%，「全国」平均値より
10P以上高い。
○「あいさつをしたり決まりを守ったりする」の割合が約90%と高く，規
範意識の高さが伺える。
●「夜，時間を決め寝ている」割合は44.8%，半数を超えない。
●「自分で時間を決めてテレビを見ている」割合は43.5%，半数を超えな
い。
●「新聞記事を読んでいる」割合は25.3%，課題が伺える。

③学校独自の取組に関すること

【学習に関すること】
【3年】
〇「自分にはよいところがある」と肯定的回答をした生徒の割合は，
「全国・県」の平均値より高い。
〇「家庭で宿題をしている生徒」や「学校の規則を守っている生徒」の
割合は，「全国・県」の平均値より高い。
●授業時間以外の学習時間（平日）が少ない。
　・「全くしない」生徒の割合：6.2%
　・「30分より少ない」生徒の割合：13.7%
●授業時間以外の読書時間（平日）が少ない。
　・「全くしない」生徒の割合：約40％
●「将来の夢や目標を持っていますか」の設問に「全くない」と回答し
た生徒の割合は約16％，課題が伺える。

【2年】
○勉強に役立つTV番組やTVニュースを見ている割合は８割を超え，高
い。
●「生徒の習得状況」と「生徒の学習方法（学習計画が立てられない，
本や辞書等を利用していない）」の間には「正の相関」が伺える。

分　析　結　果　・　課　題

【学校独自の取組に関すること】
【3年】
「自主学習化の支援」
〇「自分で計画を立てて学習している」割合は57％，「全国」平均値よ
り5P高い。
　 「学校の宿題をしている」割合は91％，「全国」平均値とほぼ同じ。

【2年】
「キャリア教育の推進」
○「自分の力をできる限り伸ばしたい」の設問の肯定率は「約92％」と
高い。
●「将来の夢や目標を持っている」の設問の肯定率は「約65％」。「夢
や目標」を抱くことに課題がある。

①学習に関すること

項　　　　　目

（３）学習状況調査の結果
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家　　　庭

教育委員会

□学年通信や学級通信等で，我が子の現状や学校での取組を知り，家庭で話題に
する。
□メディアとの適正な関わり方について家庭でルールを設ける話し合いをする。
□地域行事への参加やボランティア活動など，地域の方々と触れ合う機会を積極
的に設ける。

□学習規律の確立
　「授業の約束」を学級掲示し，生徒の意識が高まるよう全教員で指導する。
□授業のフレーム化
　①　授業始め：「学習目標と流れ」を提示し，「学習の見通し」を持たせる。
　②　言語活動：「グループでの話合い」，「書く活動」などの充実を図る。
　③　授業終り：「振り返り」の場を設定し，目標に対する自己評価を促す。
□自主学習化の支援
　自主学習化の指導，自主学習ノートのチェックを継続する。
　学習計画表の作成支援など，個々の学習状況に応じた助言を行う。
□キャリア教育の推進
　「教科内容」と「仕事」との関連を伝え，社会との繋がりを示す。
　「総合的な学習の時間」を中心に「キャリア教育コアプラン」を推進する。
□個人懇談（学年懇談）の設定
　保護者との連携を図り生徒理解に努めるとともに，より良い成長支援に努め
る。

□調査結果について市全体の状況を分析して保護者向けリーフレットやポスター
を作成し，家庭学習や生活習慣等について学校と家庭，地域が連携して取り組め
るよう支援する。
□教育委員会が実施する放課後学習等支援事業への参加を呼びかけ，児童生徒の
家庭学習の習慣化や学力向上についての支援を行う。
□メディア接触や情報モラルに関する教員及び保護者向けの研修会を開催し，家
庭や地域と連携して児童生徒の家庭生活の見直しを図っていく取組を支援する。

学　　　校

（４）学習状況改善への取組
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１　本校の結果の概要

２　分析結果と改善策

２年

３年

２年

３年

□問題文の読み取りに課題があると考えられるた
　め，授業で問題文の音読を継続して行っていくな
　ど，問題を読み取る力を高める工夫を取り入れ
　る。
□授業の中で，数学的な表現を用いて説明し，お互
　いに考えを伝え合う活動を計画的に取り入れてい
　く。

□「関数」の単元を学習する際には，グラフや表を
　読みとる問題を授業で積極的に取り入れる。
□自分の考え方をノートに書き，ペアやグループの
　中で伝え合う活動をくり返し行う。

□単元で伸ばす力を明確にして生徒に課題を提示す
　る。
□教材・単元にかかわらず「自分はどう考えるの
　か」を書かせる機会をもつ。

平成30年度　全国及び市学力・学習状況調査結果分析と改善策

〇全般に，まじめに生活を送り，前向きに学習に取り組んでいる。
〇２年生はすべての教科で全国の平均正答率を上回り，社会科では出雲市の平均正答率よりも上回
　る。
〇３年生も，全ての調査科目で全国および出雲市の平均正答率を上回っている。２年時に全国に比
　べてやや落ち込んでいた理科が，今年度は大きく伸びている。平均正答率だけでなく，分布図や
　各統計値から，散らばりが小さい集団と言える。
○授業以外の学習時間は，１時間以上，と答える割合が増えてきた。
●記述する問題での無解答率が全国に比べて高い。
●活用する力を見る問題では，解答時間が足りなかったと回答する生徒の割合が多く，出題の意図
　を理解して答える点に課題がある。

分析結果・課題

数学

出雲市立第三中学校

　記号について
　　　　○：成果
　　　　●：課題
　　　　□：これからの取組

（１）各教科の結果分析と改善策

教科 学年 課題に対する学校の改善策

〇漢字の学習は，月例漢字テストへ
　一生懸命に取り組むことにより，
　着実に漢字の力を付けることがで
　きた。
●「作文」「書くこと」の問題の正
　答率が全体的にやや低い。

○ほとんどすべての項目で，全国平
　均と同等または上回っている。基
　本的な学習内容は定着していると
　思われる。
●「関数」の正答率が他の領域に比
　べて低い。
●２年時に比べて少し改善はされた
　が，全国より無解答率が高い項目
　がまだ多い。特に，考え方や求め
　方を説明する問題での無解答率が
　高い。

国語

□いろいろな語句を用いて短文で表現したり，相手
　に的確に伝わるように書いたりする場面を多く取
　り入れる。
□新聞のコラム欄を利用して，「語彙力」「相手の
　考えを的確に把握する力（読むこと）」「段落ご
　とに一文で要約する力（書くこと）」をつけるた
　めの家庭学習課題を設定する。

○ほとんど全ての項目において全国
　平均を上回っているか同等の正答
　率であり，特に「読むこと」にお
　いては力を伸ばしている。
●「言語についての知識・理解・技
　能」「書くこと」の一部の問題で
　正答率がやや低いものがある。

○ほとんどすべての項目で，全国平
　均と同等または上回っている。基
　本的な学習内容は定着していると
　思われる。
●文章を読み取って立式をする力
　や，問題を把握して考察し，根拠
　を示しながら説明をする力がやや
　弱い。
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教科 学年

２年

○概ねすべての解答で正答率が高
　い。
●複数の資料を基に考察する力が弱
　い（無解答が多い）。
●地域や社会で起こっている問題や
　出来事に関しての関心が薄い。

□複数の資料を読み取るために，資料の読み取りの
　基本（タイトル，単位，出典）をしっかり押さえ
　る。
□複数の資料から読み取れることを，５０字程度の
　文章にまとめる学習を取り入れる。
□複数の資料から読み取った内容を，他者の内容と
　比較検討しさらに自分の考えを深める学習場面を
　つくる。
□新聞やニュースを活用して，歴史新聞や地理のレ
　ポートを作成する活動を取り入れる。

２年

〇すべてのカテゴリーが全国平均
　とほぼ同程度であり，基礎的な
　知識，技能は身についていると
　考えられる。英文と資料から読
　み取る力がついていると考えら
　れる。
●対話文を聞いて理解する力や語彙
　の知識や理解，場面に応じて英文
　を書く力が不足していると考えら
　れる。

２年

〇多くの項目で市平均を上回ってお
　り，基礎的な知識，技能は身につ
　いていると考えられる。
〇測定器具を使っての測定や密度を
　使っての物質の同定，また火山，
　地震に関する基礎的知識の理解は
　非常に高い。
●力の矢印を使った作図問題や活用
　する力を見る問題に弱い。

□作図問題の技能力が身につくように，練習の機会
　を増やす。
□公式を使った計算問題に慣れるために，練習問題
　の機会を増やす。

□授業の初めにALTとの対話をし，その内容を問う
　質問をするなどして，聞く力を高める。
□単語をカルタなどのゲーム形式で楽しく覚えられ
　る活動を取り入れる。
□単語テスト等で同じ問題を繰り返し出題すること
　で，語彙の定着を図っていく。
□書く力をつけるために，授業では，様々な場面を
　設定しながら書く活動を取り入れ，英文日記など
　を課題とする。

（２）市教育委員会の改善策

□教育指導監の学校訪問において、「主体的、対話的で深い学び」の視点から授業改善について指導と
助言を行う。また、「平成３０年度全国学力・学習状況調査結果分析及び改善策」で挙げられた学校の
改善策（特に「説明する力、記述する力」の育成等）について､指導と助言を行う。
□出雲市学力向上研修（＋１講座）、授業公開、各種研修会を開催し、教員の授業力向上を図る。
□ＩＣＴ機器等の整備を推進することにより、各学校における授業改善や児童生徒の学習意欲向上を支
援する。

□実験結果と考察を明確に区別した記述ができるよ
 う実験レポートの取組を増やしていく。
□原因と結果について考える機会が増えるよう，身
 のまわりの自然現象についての話題提供を積極的
に行う。

理科

分析結果・課題 課題に対する学校の改善策

社会

英語

３年

○多くの項目で，全国平均を上回っ
　ており，基礎的な知識・技能は身
　についていると考えられる。
○実験結果を読み取り，分析・解釈
　する力，条件制御をし実験計画を
　行う力が全国に比べて非常に高
　い。
●自然現象の中から疑問を見つけた
　り，現象の仕組みの原因を見つけ
　記述したりする力が弱い。
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項　　　　　目

（３）学習状況調査の結果

①学習に関すること

③学校独自の取組に関すること

【学習に関すること】
○「学校が好きである」と肯定的に回答した２年生の割合は 80.1％と
　高い状態である。
○家庭での学習について全国と比較すると，３年生は「計画的学習」
　「予習・復習」の点において10ポイント以上肯定的回答が高く，前向
　きに取り組む生徒が多い。
○２年生は「授業以外の学習時間が１時間以上ある」と答える割合は
　65.0％で，昨年度を４ポイント強上回り，また全国平均も上回ってい
　る。
○３年生も「１時間以上ある」と回答する割合は61.8％で，昨年度より
　５ポイント以上，上回った。
●しかし全国に比べるとその割合は小さい。
○読書を全くしない層は少ないが，これは朝読書の時間が影響している
　と思われる。
○３年生は授業には「自分から取り組もうとしている」が，
●「工夫して発表する」「話し合い活動で自分の考えを深めたり広げた
　りできる」点については，生徒自身が課題を感じているとみられる。
●国語や数学の「活用する力」を見る問題では，解答時間が足りなかっ
　たと回答する３年生の割合が多い。一定の時間内に出題の意図を理解
　して答える点に課題がある，といえる。

分　析　結　果　・　課　題

【学校独自の取組に関すること】

〇国語科では４年前から全校一斉に漢字テストを行い，数学科でも昨年
　度から月一回の計算力テストを実施しており，漢字力や計算力の向上
　につながっていると思われる。

○「一日90分以上の家庭学習」を昨年度から重点項目としてよびかけて
　きており，家庭学習時間の増加につながりつつあると思われる。

②家庭生活に関すること 【家庭生活に関すること】

○「地域や社会で起こっている問題や出来事に関心がある(３年
　　70.1%)」「朝食を毎日とる(３年90.2%，２年95.6%)」，「新聞を
　読む」，という点で肯定的な回答をする生徒の割合が全国に比べて大
　きい。

●一方で平日，週末ともに「部活動参加率」が高く「友達と遊ぶ時間」
　が少ない傾向があり，「地域行事への参加が少ない」と自己評価をす
　る生徒の割合は２年・３年ともに全国と比べて大きい。

●３年生はインターネットやメディアへの接触時間が長い傾向があり，
　平日，週末ともに80%を越えている。

●２年生は「就寝時刻」や「テレビの時間」を決めないで生活する生徒
　の割合が大きく，家庭での生活時間をセルフコントロールできていな
　い実態がある。
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教育委員会

□学力調査や定期テストのなどの結果をもとに，将来の目標や生き方などについ
　て，家庭で話題にする。

□新聞やニュースをもとに，地域や社会で起こっている問題やできごとについて
　家庭で話題にしたり，地域行事への積極的参加をうながしたりする。

□家族も含め，これまで以上に，本や新聞に親しむ環境を作る。

□テレビ，ゲームやスマートフォン，インターネットを使う時間やマナーについ
　て，家庭での決まりを作り，実践する。

□地域行事への参加を促す。

□落ち着いた学習環境を保持する。
　・複数の教員による授業を継続し，各学級の課題について，全教職員で共通理
　解を図る。
□授業の工夫，改善を図る。
　・授業で「めあて」を示すこと，終わりに「振り返り」をすることを，引き続
　き実践することにより，わかる授業，意欲を高める授業につなげる。
　・説明，記述する力をつける工夫を，各教科で行う。また図や資料から必要な
　情報を的確に読み取って表現する，活用の力を伸ばす学習活動（習得・活用・
　探求）につながる課題を指導計画に設定する。
□一日90分以上の家庭学習を促す指導を続ける。
□生徒の持つ，地域への興味・関心を生かす。
　・ふるさと学習や職場体験学習，修学旅行などのまとめとして，地域とのかか
　わりについて考える場面を設定する。
　・生徒の地域への思いがあるにも関わらず，実際には地域行事の参加率が低い
　実態を，地域に発信する。
□生徒指導部と連携して，インターネット利用のリスクについて理解を進める。
　・生徒を対象として専門家による講話を継続して実施する。
　・定期的に行う生徒アンケートからトラブルを早期に発見し，その解決を図る
　中でリスクについて指導する。
□家庭生活時間のセルフコントロールを測る試みとして，「あしどり」に生徒が
　学習や生活，メディア時間を記録する活動を行う。

□調査結果について市全体の状況を分析して保護者向けリーフレットやポスター
を作成し、家庭学習や生活習慣等について学校と家庭、地域が連携して取り組め
るよう支援する。
□教育委員会が実施する放課後学習等支援事業への参加を呼びかけ､児童生徒の
家庭学習の習慣化や学力向上についての支援を行う。
□メディア接触や情報モラルに関する教員及び保護者向けの研修会を開催し、家
庭や地域と連携して児童生徒の家庭生活の見直しを図っていく取組を支援する。

学　　　校

（４）学習状況改善への取組

家　　　庭

-113-



１　本校の結果の概要

２　分析結果と改善策

２年

３年

２年

３年

平成30年度　全国及び市学力・学習状況調査結果分析と改善策

分析結果・課題

国語

□記述式の問題を、定期テストだけでなく、授業の
中でも多く取り扱い、記述する機会を増やす。
□授業やプリントで様々な応用問題に触れる機会を
設定する。

出雲市立河南中学校

学年

（１）各教科の結果分析と改善策

　記号について
　　　　○：成果
　　　　●：課題
　　　　□：これからの取組

□グラフを読み取って自分の意見を書くというよう
な課題作文を授業に取り入れ、書き方の型を身につ
けることによって、苦手意識を減らすようにしてい
く。
□語彙を増やすこと、文章を読んで自分の考えをも
つことをねらって、日頃から新聞記事に接する機会
を意図的に設けていく。

□問題を考える時には根拠を持ちながら考えていく
ように、日頃から授業の中で意識させる。
□日頃から語彙を増やすという意識を生徒に持た
せ、授業の中でも言葉に関する知識を積極的に紹介
するようにしていく。
□作文に対しての苦手意識を減らすため、作文を書
く機会を捉え、段階的に練習していく。

○説明文や物語文などのまとまった文章の
内容や作者の考えを読み取ることができて
いる。
○漢字の読み書きなどの正答率が高い。
○敬語についての知識が身についている。
●日頃から作文問題に苦手意識を持ってい
る生徒が多く、今回の調査でも無解答が目
立った。
●応用問題では、語彙不足が原因で解答を
誤る様子が見られた。
●質問の仕方が複雑になると、質問の意図
を捉え切れない様子が見られた。

教科

○漢字の読み書きは正答率が高く、基礎知
識が概ね定着している。
○説明文・文学作品ともに、選択肢や抜き
出しの問題は正答率が高く、文章に即して
内容を読み取る力がついている生徒が多
い。
●文法用語の示す意味の理解が曖昧で、文
法に関する基礎知識が十分定着していな
い。
●文章の構成や表現の特徴など、全体像を
捉える力が弱い。
●作文の無解答率が高く、正答率も低い。
日頃取り組むことの少ない、グラフを読み
取って自分の考えを書くという課題に抵抗
があったと思われる。

◯領域別や観点別において、ほぼ市町村や
全国平均を上回っており、学力が概ね定着
している。
◯数学的な技能が身についている生徒が多
い。
●基礎知識や技能は定着しているが、それ
らを活用して問題を解決することが苦手で
ある。
●記述式の無解答率が非常に高い。

数学

〔２年生〕
○数学を筆頭に全教科において全国平均を上回る結果が出ているので、中学１年生の学習内容を概ね理
解し、定着させることができてきていると考えられる。ただ、数学以外の４教科は出雲市平均にはもう
一歩の所であったため、今後復習を重ねることで、習熟を図っていくことが必要である。
●国語の作文や数学の記述問題で無解答が目立ったことから、記述に対する抵抗をなくし、思考したこ
とを文字に表す力を今後も授業の中で育成していくことが課題である。
〔３年生〕
○国語・数学・理科のすべての調査で全国平均と同等、もしくは全国平均を上回る結果が出ており、日
頃からの真面目な取り組みで、基礎力・活用力をバランス良く身につけている様子が伺える。
●２年生と同様、記述問題に弱い傾向がある。また、全国平均と比べると一つの問題を解くのに時間が
かかりすぎており、それが後半部分の問題を解答できない原因にもなっている。思考し、判断し、表現
する力のさらなる育成が今後の課題である。

◯島根県や全国平均と比べて、ほと
んどの項目で上回っていることか
ら、概ね学力は定着している。
◯無解答の割合が島根県や全国平均
よりも少なく、問題に臨もうとする
生徒が多い。
●記述式の正答率が低い。

□今後も、数学の学習が楽しいと思えるように、問
題を工夫したり、グループ活動を多く取り入れたり
して、解ける楽しさを実感させる。
□記述式の問題を、定期テストだけでなく、授業の
中でも多く取り扱い、記述する機会を増やす。

課題に対する学校の改善策
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教科 学年

２年

３年

２年

○観点別では「資料活用の技能」は市・全
国よりやや低いが、「社会的事象への関
心・意欲・態度」が市・全国より高く比較
的意欲を持って取り組んでいると考える。
○歴史的分野の理解は市・全国を上まわっ
ており定着していると考えられる。
●「資料活用の技能」が市・全国よりやや
低い。
●「世界の諸地域」の正答率が低かった。
また、地理的分野での基本的語句等につい
て十分に理解していない面がある。

理科

☐基本的な語学力をさらに伸ばすため、単語テスト
や暗唱テストを継続的に実施していく。
☐疑問詞を使った文とその応答の文を作ることがで
きるように、授業の帯活動としてのペア活動に、簡
単な英文の対話を毎時間取入れ、基本文を暗記させ
る。
☐英文の理解を深めるために、分からない単語の意
味を文の内容から推測させたり、英文から分かるこ
とをいくつも考えるトレーニングをさせる。
☐生徒の興味・関心にそった作文の課題を与え、表
現したい気持ちを引き出す。

２年

（２）市教育委員会の改善策

□教育指導監の学校訪問において、「主体的、対話的で深い学び」の視点から授業改善について指導と
助言を行う。また、「平成３０年度全国学力・学習状況調査結果分析及び改善策」で挙げられた学校の
改善策（特に「書く力の育成」）について､指導と助言を行う。
□出雲市学力向上研修（＋１講座）、授業公開、各種研修会を開催し、教員の授業力向上を図る。
□学校司書や読書ヘルパーを配置し、各学校における学校図書館を活用した学習や読書活動の推進を支
援する。

□生徒の「社会的事象への関心・意欲・態度」が高
まるように、有効な視聴覚資料等を活用するように
授業の工夫をする。
□歴史的分野の理解は市・全国より高い。継続して
定着できるように指導を行っていく。
□「資料活用の技能」が低いので、授業、定期テス
トの問題等で資料を読み取る力をつけていくように
指導する。
□地理的分野での基本的語句等について十分に理解
していない面があるので、学習の中で関連する部分
について適宜復習をしていく。

分析結果・課題

社会

英語

課題に対する学校の改善策

○聞いて理解する項目では正答率が
高い。

●領域別では読むこと、書くことを
苦手とする生徒が多い。
●観点別では外国語表現の能力が低
い。

○教科全体を通してみると、基礎・活用の
どちらの問題についても、正答率は全国平
均を上回っており、基礎的な内容を理解で
きていると考えられる。
●地球領域の問題において、正答率が全国
平均を下回っており、この領域の理解が不
十分であると考えられる。
●実験と日常生活を結びつけて考えるいく
つかの問題で正答率が全国平均を下回って
いた。

□基礎的な知識の定着を図るため、前時の復習や用
語の確認、単語テストを継続的に実施していく。
□生徒が持った疑問を解決するために実験を行い、
実験と疑問との関係を確認させる。
□日常生活における現象について、習った知識を活
用して考える機会を定期的に設定し、日常生活と学
習の関連を意識するよう指導していく。

○「知識」に関する問題、「活用」に対す
る問題ともに全国平均を上回っており、４
領域ともに基本事項の理解が概ねできてい
ると考えられる。
●記述式の問題において、正答の割合は全
国平均を上回っているものの、無解答の割
合が全国平均を大きく上回っている問題が
いくつか見られた。
●思考・表現、知識・理解、観察・実験の
技能は全国平均を上回っているが、関心・
意欲・態度が全国平均を大きく下回ってい
る。

□基本事項の確実な定着を図るために、小単元終了ごとに
ワーク提出をしたり、小テストを実施していく。
□生徒の理科への興味、関心を高めていくために、普段の生
活と学習内容をつなげたり、単元の始めに興味や疑問を持た
せるような教材と出会わせたりしていく。
□科学的な思考力や表現力を高めていくために、実験の考察
での班における話し合いとその発表の時間を充実させてい
く。
□自分の考えを文書にして表す力を伸ばしていくために、実
験レポートの考察をグループの友人が書いたものを写すので
はなく、自分で粘り強く考え、自分の言葉で書いていくよう
に指導をしていく。
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（３）学習状況調査の結果

②家庭生活に関すること

【学習に関すること】
○「将来の夢や目標を持っていますか」や、「人の役に立つ人間になりたいと思いま
すか」という問いに対し、「当てはまる」と回答した生徒の割合が全国平均値を大き
く上回っていた。学習に向かうに当たって目的意識を持っている生徒が多いことが伺
える。
〇「家で学校の宿題をしていますか」という問いに対して「当てはまる」と回答した
生徒が全国平均値を大きく上回っていた。また、｢家で学校の授業の予習や復習をし
ていますか」という問いに対しても多くの生徒が「当てはまる」と回答しており、昨
年調査と同様に家庭学習の習慣を身につけている生徒の割合が高いことがわかった。
○３年生においては、一日の読書量が全国平均を大きく上回っているという実態が見
られた。毎日の朝読書でも、熱心に本を読む生徒が多い。
○数学の授業内容については、「よくわかる」と回答している生徒が多く、「さらに
できるようになりたい」という気持ちを持っている生徒が多いこととがわかった。
○自然の中で遊んだことや自然観察をしたことのある生徒が多く、その経験が理科の
学習内容を具体的に理解することに生かされていることがわかった。また、普段の理
科の授業でも実験や観察を多く取り入れるようにしていることが生徒の理解を確かな
ものにすることににつながっていると考えられる。
●「学校の授業以外に、平日に１日あたりどれくらいの時間勉強をしますか」という
問いに対し、２時間以上と回答した生徒の割合が、全国平均値を大幅に下回ってい
た。30分以下と回答した生徒の割合は低いので、家で学習をしていないわけではない
のだが、全国と比較すると学習時間が少ない状況にあるといえる。各教科で適切な分
量の宿題を出したり、学級で「自学ノート」の内容をアドバイスすること、また英検
や漢検など発展的な学習への挑戦を勧めるなど、対策を考えていく必要がある。
●「新聞を読んでいますか」という問いに対し、「ほとんど、または、全く読まな
い」と回答した生徒の割合が高い結果となった。社会の様子を知るためにも、語彙を
増やし読解力を養うためにも新聞は有効であるので、学校でも、新聞に触れるきっか
けを作れるような取り組みをしていく必要がある。
●生徒の語彙力不足の原因は、「勉強に辞書（電子辞書を含む）を利用している」と
回答した生徒の割合が低いことにも関連していると考えられる。
●「自分の考えや考察を周りの人にわかりやすく伝わるように説明したり発表したり
していますか」という質問に対し、「当てはまる」と回答した生徒の割合が全国平均
値を大きく下回っていた。実際、人前で話すことを苦手としている生徒が多いという
現状があるので、様々な機会を利用して、人前で話す経験を多く積ませていく必要が
ある。

分　析　結　果　・　課　題

【学校独自の取組に関すること】
○「地域社会などでボランティア活動に参加したことがありますか」と
いう質問に対し、多くの生徒が「ある」と回答しており、学校と地域が
連携してボランティアに力を入れている成果であると考えている。今後
も、地域と連携した活動への生徒参加を進めていきたい。
○人権・同和教育に力を入れていることから、「いじめは、どんな理由
があってもいけないことだ」という気持ちを持っている生徒の割合が全
国平均値に比べて高い傾向にあることがわかった。今後も授業や人権集
会を通じて、友達を大切にするとともに、人間一人一人の人権を尊重で
きるような生徒を育てていきたい。

①学習に関すること

項　　　　　目

③学校独自の取組に関すること

【家庭生活に関すること】
〇起床時間が一定で、きちんと朝食を食べて学校に登校していると回答
した生徒の割合が高いことから、家の人に見守られながら、規則正しく
健康的な生活を送っている生徒が多いことがわかる。
○学校の規則を守っていると回答した生徒の割合が高いことから、家庭
や学校での生活を通して規範意識をきちんと身につけている生徒が多い
ことがわかる。
○地域や社会の出来事に関心を持ったり、地域や社会のために出来るこ
とを考えようとする生徒の割合が高いことから、校区全体として、地域
との結びつきを大切にする雰囲気があることがわかる。
●平日の放課後や週末の過ごし方として、「家でテレビやＤＶＤを見た
り、ゲームをしたり、インターネットをしたりしている」と回答した生
徒の割合が全国平均値よりもやや高い傾向にある。そればかりに時間を
費やすことのないよう、やはり、各家庭で約束を決めてメディアやス
マートフォンに接するようにしていくことが大切である。
●「家の手伝いをしている」と回答した生徒の割合が全国平均値を下回
る傾向にある。
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教育委員会

□授業参観日や学校行事等への積極的な参加、成績に関する通知の確実な受取等
により、子どもの学習状況を十分に把握し、相談・支援に努める。
□学校からの配布文書を確実に読むことで、学校教育への理解を深める。
□家庭の中でスマーとフォンやテレビなどメディアの使用に関する約束を親子で
作り、子どもが生活リズムや情報モラルを守った節度ある生活ができるよう、目
を配る。
□生徒の規則正しい生活習慣の確立に家族全員で取り組む。

□学力調査等を分析・検討し、生徒の学習課題を確実に把握し、個別指導に生か
す。
□「自学ノート」を活用し、予習・復習等、家庭での学習習慣の確立を図る。
□テスト期間には「学習のてびき」や「テスト計画表」の利用により、計画的に
工夫してテスト勉強に取り組めるようにする。
□「月例テスト」の計画的な実施を通して、英語・数学における基礎学力の定着
を図る。
□全教員が「授業公開」の実践を通して授業改善に取り組むと共に、複数の教員
による指導（ＴＴ）等のきめ細やかな指導形態を取り入れ、生徒に分かる喜び、
出来る自信を与え、学習意欲の向上を図る。
□河南中学校便りや学級通信等を通した啓発を通し、家庭と連携しながら、生活
リズムの確保や学習習慣の確立を図る。
□学校図書館活用教育を通して、確かな学力の基盤となる言語能力の育成に努め
る。
□特別支援教育の趣旨を全教職員で共通理解し、通常の学級での学習理解や学校
生活への適応に悩んでいる生徒に対する支援を全校体制で構築する。
□人権・同和教育を推進・充実し、生徒同士の望ましい人間関係を構築し、認め
合い、支え合う温かい学習集団づくりに努める。
□キャリア教育を通して自らの生き方を見つめさせると共に、「職場体験学習」
や「ボランティア活動」など、地域住民や社会に役立つ経験を多く積ませ、将来
に夢を持ちたくましく生きる心と態度を育む。

□調査結果について市全体の状況を分析して保護者向けリーフレットやポスター
を作成し、家庭学習や生活習慣等について学校と家庭、地域が連携して取り組め
るよう支援する。
□教育委員会が実施する放課後学習等支援事業への参加を呼びかけ､児童生徒の
家庭学習の習慣化や学力向上についての支援を行う。
□各学校が作成した「家庭学習の手引」をオロチネットで互いに閲覧できるよう
にし、各学校が他校の取組を参考にしながら自校の家庭学習定着に向けて取り組
めるよう支援する。

学　　　校

（４）学習状況改善への取組

家　　　庭

つも確認 家庭のルールい

っと続ける 家庭学習ず

っと話そう 学校のことも

-117-



１　本校の結果の概要

２　分析結果と改善策

２年

３年

２年

３年

○漢字の読み書きや各領域の基礎
的・基本的知識は定着している。
●ことわざ・慣用句の理解や活用が
が十分ではない。
●あらすじを捉えて，相手に伝わる
ように的確に書く力が十分ではな
い。

〇「数と式」「関数」「資料の活
用」の領域の正答率がすべての設問
で全国平均と同等か上回っていた。
●「図形」の領域において，平面図
形は全国平均を大きく上回ったが，
空間図形において，特に，図形の計
量にかかわる設問の正答率が低い。
●分数の四則計算と記述式の設問に
課題がある。

○数量や図形についての知識は身に
ついている。
●方程式を解いたり図形を計量した
りする数学的な技能が十分ではな
い。
●数学を活用して問題を解決する力
が十分ではない。

国語
□辞書や便覧等を使い，語句の知識を広げる指導を
折に触れて行う。また，学習した語句を使って短文
をつくるなど活用する力を付ける学習も取り入れ
る。
□「書くこと」の各単元のねらいを明確にして指導
する。また，様々なパターンで書く機会を増やした
り，モデルを示したりして書く力を育成する。

数学

出雲市立浜山中学校

　記号について
　　　　○：成果
　　　　●：課題
　　　　□：これからの取組

（１）各教科の結果分析と改善策

教科 学年 課題に対する学校の改善策

○各領域別正答率は，全て市・全国
を上回り，基礎的基本的な力はつい
ている。特に作文の正答率は市・全
国と比べてかなり高くなっている。
●漢字の読み書きでは，書く力はつ
いているが，読みの力が十分ではな
い。

□今後の図形領域の学習の際に，空間図形の計量
（表面積・体積等）の学び直しの機会を設ける。
□単元にかかわらず，様々な場面で分数についての
理解を深める。
□自分の考えを数学的な用語を用いて説明する活
動，他者の考えを読み取る活動を取り入れる。

□小テストなどを数多く実施し，数学的な技能の向
上を図る。
□２学期以降の３年生の学習を進める中で，１・２
年生及び３年生１学期の既習事項の学び直しの機会
を設ける。
□自分の考えを数学的な用語を用いて説明する活
動，他者の考えを読み取る活動を取り入れる。

□漢字指導に関しては，全校一斉漢字テストなどこ
れまでの取り組みを継続する。
□音読や辞書利用の指導を行う。

平成30年度　全国及び市学力・学習状況調査結果分析と改善策

【２年生】
○国語・理科・英語は，全国平均・市平均を上回った。
○国語の「書くこと」の領域の正答率が高かった。
●数学は，全国平均は上回ったが，市平均をやや下回った。
●社会は，全国平均・市平均をやや下回った。
【３年生】
○理科は，全国平均・県平均・市平均を上回った。
○国語Ａは，全国平均・県平均を上回り，市平均と同じだった。
●国語Ｂは，全国平均・県平均・市平均をやや下回った。
●数学Ａは，全国平均・市平均をやや下回り，県平均と同じだった。
●数学Ｂは，全国平均・県平均・市平均をやや下回った。

分析結果・課題
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教科 学年 課題に対する学校の改善策

社会

英語

３年

○知識・活用ともに正答率が高い。
○生物分野の正答率が高い。
●実験器具の操作に関する問題の正
答率がやや低い。
●計算・作図を伴う問題の正答率が
低い。

□実験に取り組む時間を十分にとり，誰もが何回で
も操作できるようにする。
□グループ学習を取り入れて，生徒同士が教え合い
ながら練習問題を解いていく活動を取り入れる。ま
た，必要に応じて個別指導をする。

理科

分析結果・課題

（２）市教育委員会の改善策

□教育指導監の学校訪問において、「主体的、対話的で深い学び」の視点から授業改善について指導と
助言を行う。また、「平成３０年度全国学力・学習状況調査結果分析及び改善策」で挙げられた学校の
改善策（特に「学び合い」の充実等）について､指導と助言を行う。
□出雲市学力向上研修（＋１講座）、授業公開、各種研修会を開催し、教員の授業力向上を図る。
□ＩＣＴ機器等の整備を推進することにより、各学校における授業改善や児童生徒の学習意欲向上を支
援する。

２年

○全般的に正答率が高い。特に，リ
スニング，英文の読み取りについ
て，内容理解の正答率が高い。与え
られた情報をもとに，簡単な英作文
を書く力も高い。
●語彙を正確に書くことについての
正答率が低い。
●やや難易度の高い英作文（疑問詞
を使う質問文）の正答率が低い。

２年

○基本的な語句や操作，性質などだ
けでなく，科学的な思考・表現力も
比較的定着している。
●計算・作図を伴う問題の正答率が
低い。

□授業と家庭学習を連動させる。
□グループ学習を取り入れて，生徒同士が教え合い
ながら練習問題を解いていく活動を取り入れる。ま
た，必要に応じて個別指導をする。

□ペアやグループワークでの，自然で実践的なコ
ミュニケーション活動を多く取り入れ，リスニング
力，スピーキング力を向上させる。
□新出語句や文型の定着のため，ワークや自学ノー
トを活用して，基礎基本の定着を図る。単語テスト
を細かく定期的に行う。

□記述式の小テスト等で基礎基本の定着を図る。
□時事問題に触れたり，身近な地域の地理や歴史と
学習内容を関連付けたりして社会科への興味・関心
を高める工夫をする。
□調べ学習やグループ学習，記述式の学習を進め
る。
□様々な視点からの複数の資料を準備し，生徒に思
考判断させる授業を展開する。

２年

○資料の活用や思考・表現に関して
は比較的できている。
○選択肢の問題は正答率が高い。
○全体としてはほぼ目標値並み。
●極端に正答率が低いものは，社会
用語の記述式の問いである。そのた
め社会用語を覚えていないか，理解
していないと考えられる。
●古墳時代までの理解が低い。
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②家庭生活に関すること 【家庭生活に関すること】
【２年生】
◯「自分で進んで学習する」「自分で計画を立てて勉強している」「勉
強する時は集中している」「参考書や問題集を使って勉強している」
「勉強にパソコンを利用している」と回答した生徒が全国平均より10%程
度高い。
●平日1時間以上勉強していると回答した生徒が最も多い。（58.9%）し
かし，「３０分以下～まったくしない」と回答した生徒が14.1%いる。
●テレビやゲームに１時間以上使うと回答した生徒は69.5%で，出雲市平
均よりもやや高い。
●新聞を読む生徒が少ない。（25.5%）
【３年生】
〇家庭学習については，平日1時間以上勉強している生徒の割合が78.2%
と全国平均(70.6%），県平均（60.4%）を上回っている。「家で，学校の
宿題をしている」と答えた生徒の割合が高い。(93.6%)
〇地域社会などでボランティア活動に参加したことがある生徒の割合が
高い。(66.7%）
●平日に家庭学習を全くしない生徒が3.2%いる。
●平日，週末ともに「何をして過ごすことが多いですか」という質問に
対して，「テレビやビデオ・ＤＶＤを見たり，ゲームをしたり，イン
ターネットをしたりしている」と回答した生徒の割合が多い。（平日
78.2%，週末81.4%）
●新聞をほとんど，または，全く読まない生徒が多い。(62.8%）

③学校独自の取組に関すること

【学習に関すること】
【２年生】
〇５教科とも，教師の話をしっかり聞いたりノートをとったりするとい
う授業規律は身についている。（概ね90%が肯定的回答）
〇「教科の宿題をする」「返却された答案の見直しをする」に肯定的回
答をした生徒は全国平均に比べて高い。（宿題は概ね90%，見直しは概ね
80%が肯定的回答）
●話し合いで自分の考えを積極的に話すことが難しいと感じている。
（56.8%）
●検定に挑戦したり新聞や自然に関する本を読んだりする，発展的な知
識を身につけたりじっくり考えたりしようとする生徒の割合が低い。
（検定22.7%，新聞25.5%，自然27.7%）
【３年生】
○教科に対する興味・関心は高いし，教科の勉強は大切だという意識は
高い。（「数学の勉強は好きですか」という質問に対して64.7%，「理科
の勉強は好きですか」という質問に対して68%が肯定的回答）
●どの教科についても解答時間が十分でないと回答した生徒の割合が多
い。（「やや足りなかった」「足りなかった」と回答した生徒は，国語
Ａは21.1%，Ｂは37.8%，数学Ａ18.5%，Ｂは44.3%，理科は13.4は%）

分　析　結　果　・　課　題

【学校独自の取組に関すること】
【学び合い】
〇２年生で「話し合い活動をよく行っていたか」という質問について，
78.7%の生徒が肯定的な回答をしている。３年生で「生徒の間で話し合う
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
か」という質問に対して，肯定的な回答をした生徒が78.2%いる。
【めあて・振り返り学習】
〇２年生で「授業のはじめに，学習のめあてやねらいが黒板等に示され
ていたと思いますか」という質問について，92.9%の生徒が肯定的な回答
をしている。「授業の最後に，学習した内容を振り返る活動がよく行わ
れていたと思いますか」という質問については，68.1%の生徒が肯定的な
回答をしている。

①学習に関すること

項　　　　　目

（３）学習状況調査の結果

-120-



家　　　庭

教育委員会

□「家庭学習強化週間」の際には，１・２年生は２時間，３年生は３時間という
目標時間に向けて学習に取り組めるよう積極的に声掛けをする。また，「家庭学
習強化週間」以外でも家庭学習が習慣化するよう声掛けをする。
□「ネット見守りたい」の一員として，誹謗・中傷にあたる書き込みを見つけた
時は，学校に連絡する。また，９時以降のネットやラインの使用については，家
庭でルールをつくり，控えるように指導する。
□授業公開や学校行事，ＰＴＡの研修会にできるだけ参加し，子どもの様子を見
たり，学校の情報を積極的に得る。
□最近のニュースや新聞記事の内容を家庭でも話題にする。

□すべての教科等で「思考力・判断力・表現力」を育成するための学び合いを授
業に取り入れる。
　＊ペア教科での授業公開による校内研修を実施する。
　＊根拠を示し筋道を立てて語ったり，演技・演奏・作品等を通して自分の思い
を表現したりする場面を授業で設定する。
□授業のはじめに「めあて」を示し，終わりに「振り返り」を行う。
　＊全教室へ「今日のめあて」と書いたプレートを置いておき，それを使って全
員で意識して授業を行う。
□家庭学習充実のための指導をする。
　＊保護者と連携して「家庭学習強化週間」の取組を実施する。また，生徒会の
保健委員・学芸委員と連携し，生活習慣の見直しと学習時間の確保について生徒
からも発信させる。
　＊家庭学習の内容については，各教科・学年部で指導していく。
□基礎的な力を付けさせるために，漢字テストを計画的に実施し，学年部の教員
で指導にあたる。
□「ネット見守りたい」の取組を継続的に実施する。
　＊「ネット見守りたい」の取組である「誹謗・中傷を書き込まないこと」「９
時以降ネットやラインを控える」ことを生徒会と連携して家庭にも呼びかける。

□調査結果について市全体の状況を分析して保護者向けリーフレットやポスター
を作成し、家庭学習や生活習慣等について学校と家庭、地域が連携して取り組め
るよう支援する。
□教育委員会が実施する放課後学習等支援事業への参加を呼びかけ､児童生徒の
家庭学習の習慣化や学力向上についての支援を行う。
□メディア接触や情報モラルに関する教員及び保護者向けの研修会を開催し、家
庭や地域と連携して児童生徒の家庭生活の見直しを図っていく取組を支援する。

学　　　校

（４）学習状況改善への取組
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１　本校の結果の概要

２　分析結果と改善策

２年

３年

２年

３年

○全体的に市・全国平均を上回って
おり、昨年度までの学習内容が概ね
定着していると思われる。
●書くことの力をさらに伸ばしてい
きてい。

○全国平均とほぼ同値だが市平均を
やや下回っている。
○図形分野に関しては正答率が高
い。
●文字式の分野で計算の誤答が多
い。

○全体的に市・全国平均を上回って
おり、昨年度までの学習内容が概ね
定着していると思われる。
○方程式関連の問題で正答率が全
国・県平均よりもかなり高い。
●活用の問題では無回答率が高く、
課題が見られる。

国語
□短作文や感想を書く時間を授業中に設け、お互い
に読み合う活動を行い、書くことに対しての苦手意
識を払拭していく。

数学

出雲市立南中学校

　記号について
　　　　○：成果
　　　　●：課題
　　　　□：これからの取組

（１）各教科の結果分析と改善策

教科 学年 課題に対する学校の改善策

○全体的に市・全国平均を上回って
いるか同等であり、昨年度までの学
習内容が概ね定着していると思われ
る。
●文章の読み取りに課題が見られ
る。

□今後も「学び合い」学習を通して、さらに学習内
容の定着と向上を図る。
□問題演習や確認テストを実施する機会を設け、早
く正確な計算力が身につくよう指導する。

□今後も「学び合い」学習を通して、さらに学習内
容の定着と向上を図る。
□解答時間を考慮し、適切な課題設定と問題演習を
行う。

□今後も「学び合い」学習（４人グループやペアで
話し合い、考え合い、聴き合う学習）を通して、さ
らに学習内容の定着を図る。
□段落構成を接続詞に注目して考えたり、要約文な
どを書いたりする機会を設定し、文章を正しく読み
取る力の向上を図る。

平成30年度　全国及び市学力・学習状況調査結果分析と改善策

○市学力調査（２年生実施）では、国語でやや全国平均を上回った。
●市学力調査（２年生実施）では、全教科で市平均を下回った。特に社会、英語では全国平均との差が
みられた。
○全国調査（３年生実施）では、全ての教科で全国・市平均を上回った。

分析結果・課題
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教科 学年 課題に対する学校の改善策

社会

英語

３年

○県・全国平均をわずかに上回って
いる。
●生物分野を特に苦手としている。
●自然事象への関心・意欲・態度は
高いが、知識の定着が弱い。
●短答式や記述式の問題への苦手意
識が感じられる。

□ワークやプリントを利用し、基礎的な知識の定着
を図る。また、「学び合い」学習を通して、活用問
題に取り組めるよう授業展開の工夫を行っていく。
□小テストを定期的に行う。知識を問う問題だけで
なく観察・実験の技能を問う問題を取り入れる。
□家庭学習での復習を促し、学習内容の定着を図
る。

理科

分析結果・課題

（２）市教育委員会の改善策

□教育指導監の学校訪問において、「主体的、対話的で深い学び」の視点から授業改善について指導と
助言を行う。また、「平成３０年度全国学力・学習状況調査結果分析及び改善策」で挙げられた学校の
改善策（特に「学び合い学習」）について､指導と助言を行う。
□出雲市学力向上研修（＋１講座）、授業公開、各種研修会を開催し、教員の授業力向上を図る。
□ふるさと・キャリア教育を推進し、児童生徒がふるさと出雲に対する愛着や誇りを持ったり自分の生
き方を考えたりできるよう支援する。

２年

●市・全国平均を下回っている。
●リスニングでの対話文の応答、語
彙の知識理解、英作文での問題を特
に苦手としている。

２年

●市・全国平均を下回っている。
●物理・生物分野が特に苦手に感じ
られる。
●記述問題や活用問題への苦手意識
が感じられる。

□ワークやプリントを利用し、基礎的な知識の定着
を図る。また、「学び合い」学習を通して、活用問
題に取り組めるよう授業展開の工夫を行っていく。
□小テストを定期的に行う。また、家庭学習での復
習を促し、学習内容の定着を図る。

□授業での生徒同士のコミュニケーション活動は上
手にできているが、正確な表現ができるまで高まっ
ていないので、授業の工夫を行っていく。
□語彙力の不足が顕著。正確に表記できないことが
原因で、他の問題もできないことに波及している。
語彙力を強化するための小テスト等の実施し、苦手
意識の克服を目指す。

□今後も「学び合い」学習を通して、学習内容の定
着を図る。また、不得意分野を適時復習することで
定着を図る。
□小テストを定期的に行う。また、家庭学習での復
習を促し、学習内容の定着を図る。２年

●市・全国平均を大きく下回ってい
る。
●地理・歴史ともに１年生前半の内
容の正答率が低い。
●社会的な思考・判断・表現が弱
い。
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②家庭生活に関すること
・家庭学習
・生活習慣
・メディア時間
・地域との関わり

【家庭生活に関すること】
●「体育の授業の他にも運動をしている」「新聞の記事を読んでいる」
の項目が全国平均を大きく下回っている。（２年調査）
●「夜は時刻を決めて寝ている」「朝食を家の人と一緒に食べている」
は、より上位層の生徒ができていない傾向にある。（２年調査）
●「家のお手伝いをしている」「新聞記事を読んでいる」「勉強に辞書
を利用している」「学習塾に行っている」の項目では下位層の生徒がで
きていない。（２年調査）
○９０％以上の生徒が「朝食を毎日食べる」「毎日同じくらいの時刻に
起床・就寝をしている」に対して肯定的な回答をしており、規則正しい
生活習慣が身についている。（３年調査）
●「週末にメディアに接している」生徒の割合は、全国・県平均よりも
１０ポイント程度高い。（３年調査）

③学校独自の取組に関すること

【学習に関すること】
○「学校が好きである」生徒は２年生ではほぼ１００％であった。（２
年調査）
○「家で自分で計画を立てて勉強している」生徒は８０％近くになり、
全国・県平均よりも２０ポイント以上高い。（３年調査）
○●家庭での勉強時間は「１時間以上３時間より少ない」が全体の８
０％を占めるが、「３時間以上」する生徒は０％であった。（３年調
査）

分　析　結　果　・　課　題

【学校独自の取組に関すること】
○「自分には良いところがある」「先生はあなたのよいところを認めて
いる」と思う生徒の割合はどちらも１０ポイント以上全国平均を上回っ
ており、教育相談やアンケートＱ－Ｕ調査による個別対応が良い結果に
つながっていると思われる。（３年調査）
○●「生徒の間で話し合う活動」は８０％以上の生徒が肯定的な活動で
あったと回答している。一方で「発表の仕方」では工夫ができなかった
り、全ての調査教科で「解答時間が足りなかった」と回答したりしてい
る生徒の割合が全国平均に比べ２０ポイント以上になっている点から、
本校が取り組んでいる「学び合い」学習の質の向上が求められる。（３
年調査）

①学習に関すること
・学習への興味関心
・読書
・学校生活

項　　　　　目

（３）学習状況調査の結果
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家　　　庭

教育委員会

□子どもの自主的な学習（自学）の助言や確認を行い、学校との連携を図る。
□「さわやか週間」（生活習慣を整える活動）での取組や授業公開日などを利用
して、家庭での生活リズムの見直しや、家族としての協力体制の確認をする。

□これまでの取組の成果や課題をもとに、「学び合い」学習を進めていく。
□各授業で家庭学習課題を明確に示し、課題への取組を点検し、授業の中にいか
す。
□各授業で、授業の目標を示したり、振り返りなどをしたり授業法の改善や工夫
を行っていく。
□人間関係づくりに視点をおいて学級づくりを行い、安心して学べ、お互いを高
め合う学習環境をつくる。（学び合い学習が効果的に進められる男女混合４人グ
ループが編成しやすい座席）
□生徒が主体的に取り組んでいける活動を積極的に設定していく。
・生徒が自分たちで企画・準備・運営をしていく行事等の取組を、総務役員、委
員長を中心に組織的で自主的な活動を継続的に行えるようにする。
・校区内の自分の出身地区ごとの活動（ゴミゼロ活動等）を、３年生がリーダー
となって取り組む。（各コミセン等への挨拶、準備物の確認、１･２年生への連
絡など）
・各行事等の実施前後には必ず集会を開催し、事前の目当ての共通理解や事後の
振り返り活動を行い、全校で良かった点や反省点を発表し合う。

□調査結果について市全体の状況を分析して保護者向けリーフレットやポスター
を作成し、家庭学習や生活習慣等について学校と家庭、地域が連携して取り組め
るよう支援する。
□教育委員会が実施する放課後学習等支援事業への参加を呼びかけ､児童生徒の
家庭学習の習慣化や学力向上についての支援を行う。
□各学校が作成した「家庭学習の手引」をオロチネットで互いに閲覧できるよう
にし、各学校が他校の取組を参考にしながら自校の家庭学習定着に向けて取り組
めるよう支援する。

学　　　校

（４）学習状況改善への取組
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１　本校の結果の概要

２　分析結果と改善策

２年

３年

２年

３年

○全体的には全国や県平均と同程度
の正答率であった。
○敬語の適切な使い方，歴史的仮名
遣いが身についている。
●適切な語句を選択する問題に弱み
が見られる。
●小学校高学年で既習の漢字の書き
で無解答率が高い。

○計算力は定着している。
●数量や図形などについての知識理
解が定着していない。
●問題文をきちんと読むことをせ
ず，解答に取りかかることによるた
め選択問題に誤答が目立つ。

○数式の計算・平面図形・空間図形
の基本事項は，定着している。
●関数の意味を理解していない。
●文章の意味を理解する力が不足し
ている。

国語
□いくつかの単元の学習後にある「広がる言葉」の
ページを活用したり，辞書を活用するなどして，語彙
指導を継続する。

□新出漢字以外の基本的な漢字の復習を意識して取り
入れる。

数学

出雲市立平田中学校

　記号について
　　　　○：成果
　　　　●：課題
　　　　□：これからの取組

（１）各教科の結果分析と改善策

教科 学年 課題に対する学校の改善策

○正答率を見ると，２年生はおおむ
ね良好な状況である。
○表現力のスコアが全国や自治体の
スコアを上回っている。
●問題別に見ると「作文」の内容に
弱みが見られる。「書くこと」に対
する苦手意識があると思われる。

□教科書を読む（言葉や用語の意味を理解し，使える
ようにする）。
□日々の問題演習の際，問題文のポイントを押さえて
取りかかるよう指導・助言する。

□通常の授業において，なぜそうしたのかという理由
も一緒に答えさせるよう指導する。

□文章の中でのポイントを見つける方法にふれたり，
実物を提示するなど，視覚的にイメージを深めていけ
る工夫をする。

□授業作文形式の活動を取り入れ，作文の書きかたの
基本を指導するとともに「書くこと」に対する苦手意
識をなくしていく。

平成30年度　全国及び市学力・学習状況調査結果分析と改善策

【３年生】
・国語Ａ（Ａは主として知識，Ｂは主として活用）と理科の平均正答率は，ほぼ全国平均と同じ結果で
あった。国語Ｂと数学Ａ・数学Ｂの平均正答率は努力が必要な結果であった。
○地域社会への関心，学習習慣，生活習慣，規範意識は全国平均を上回っている。
●自尊感情の値が全国平均より下回っている。

【２年生】
・社会と理科の正答率は全国平均を上回っていた。国語，数学，英語の正答率は，ほぼ全国平均と同じ値
であった。

分析結果・課題
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教科 学年 課題に対する学校の改善策

社会

英語

３年

〇活用問題や物理・生物領域，自然
事象についての知識・理解に関する
問題の正答率が高い。
〇自分の予想をもとに観察や実験の
計画を立て，その結果をもとに考察
している生徒の割合が高い。
●学習内容が社会や生活の中で活用
できると考える生徒の割合が低い。

□理科の学習内容が社会や生活の中で生かされている
ことや科学技術を活用した職業があることを授業の中
で積極的に取り上げる。
□学習習慣が定着し，知識・技能が身につくように，
家庭学習の課題を適切に与える。

理科

分析結果・課題

（２）市教育委員会の改善策

□教育指導監の学校訪問において，「主体的，対話的で深い学び」の視点から授業改善について指導と助
言を行う。また，「平成３０年度全国学力・学習状況調査結果分析及び改善策」で挙げられた学校の改善
策（特に「書く力」の育成、「グループ学習」の充実等）について，指導と助言を行う。
□出雲市学力向上研修（＋１講座），授業公開，各種研修会を開催し，教員の授業力向上を図る。
□学校司書や読書ヘルパーを配置し，各学校における学校図書館を活用した学習や読書活動の推進を支援
する。

２年

〇観点別に見ると，「コミュニケー
ションへの関心・意欲・態度」「表
現の能力」「理解の能力」は目標値
に近い。
●「言語や文化についての知識・理
解」が目標値よりも低い。基本文や
語彙の定着が不十分であるため，使
用場面に必要な文や語を選んで，正
しく書く力が弱い。

２年

〇「基礎」の校内正答率が，目標値
より高い。「活用」も市や全国の平
均を上まわり，特に表現力が高い。
〇観点では，「観察・実験の技能」
の正答率が高い。
●領域別にみると，「エネルギー」
の項目が目標値を大きく下まわり，
特に圧力などの計算問題の正答率が
低かった。

□概念の理解が難しい「エネルギー」分野の指導方法
を工夫する。
□実験観察では，操作の意味やグラフの書き方や読み
取り方を丁寧に指導する。
□圧力やフックの法則などに対応できるよう，少数や
分数の計算方法を丁寧に指導する。

□語彙の定着を目指して，単元の中で新出単語を繰り
返し口頭練習する時間を設定したり，書き取りのテス
トを行ったりする。
□基本文・基本表現の正しい理解・定着を目指して，
使用場面の理解や正しい語法を反復しながら丁寧に指
導する。
□場面で必要な基本文や基本表現を選んで使用する力
をつけるために，毎単元の学習後に複数の既習事項を
使用する表現活動を設定する。

□単元ごとに得た知識を文章等で表現する作業学習や
グループ学習を取り入れる。
□授業の課題を明確にすることで，生徒が授業のポイ
ントや大切な部分はどこか分かるようにする。
□テスト返しの際に解説と見直しをする時間を設け
る。２年

〇基礎問題，活用問題ともに目標よ
りも３ポイント以上高い結果となっ
た。
〇領域別にみると全ての項目で目標
以上だが「世界の諸地域」の正答率
がとりわけ高い。
●記述式の正答率が市の平均よりも
１ポイント以上低い。
●上位層と下位層でテストの見直し
の取組に差があった。
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②家庭生活に関すること 【家庭生活に関すること】
【２年生】
○「朝食をきちんと食べている」「夕食をきちんと食べている」と答えた
生徒が全国平均を上回っている。
●「１日１時間以上メディアと接触している」と答えた生徒が77，7％お
り，出雲市の平均を上回っている。
●「家庭学習の時間が１時間以上」「予習・復習をしている」と答えた生
徒がわずかではあるが，出雲市の平均を下回っている。
●「自分のことが好き」「自分には良い所がある」と答えた生徒は，全国
平均を上回ってはいるが，「あてはまらない」と答えた生徒も多い。
【３年生】
○「家で学校の宿題をしている」と答えた生徒が98.6％で，県・全国平均
より高い。
○「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生徒」の割合が高い。
●昨年の３年生より，「学校の授業時間以外に，普段（月曜日から金曜
日）１日当たりの勉強時間」が少ない生徒が多い。勉強時間が県・全国平
均より少ない。
●放課後や週末に家で過ごす時間のうち，メディア（ビデオ・ＤＶＤ・
ゲーム・インターネット）に費やす時間が県・全国平均より多い。
●「地域社会などでボランティア活動に参加している」生徒の割合が県・
全国平均を下回っている。

③学校独自の取組に関すること

【学習に関すること】
【２年生】
○８５％の生徒が「学校が好きである」と答えている。
○「授業で学級の友達と話し合う活動をよく行っていた」と答えた生徒が
80.9％であり，わずかではあるが，出雲市の平均を上回っている。
●「授業で自分の考えを発表したり文章に書いたりすることは難しい」と
答えた生徒が６割を超え，「授業で自分の考えや意見を発表することが得
意である」と答えた生徒が４割を下回っている。
・「授業のはじめの学習のめあてやねらい」「授業の最後の学習内容の振
り返り」が行われているかについては，ほぼ平均である。
●新聞や本，パソコンなどを利用して学習する体験が少ない傾向にある。
【３年生】
○「１，２年生までに受けた授業や課外活動で地域のことを調べたり，地
域の人と関わったりする機会があった」と答えた生徒が81.2％であり，全
国平均を大きく上回っている。
〇数学の問題で，「解答を言葉や数，式を使って説明する問題を最後まで
解答を書こうと努力した生徒」の割合や理科の問題で，「解答を文章など
で書く問題を最後まで解答を書こうと努力した生徒」の割合が県平均を上
回っている。
○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う生
徒が県・国より多い。
●「１，２年生のときに受けた授業で，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，話の組立てなどを工夫して
発表していた生徒」の割合が全国平均から大きく下回っている。

分　析　結　果　・　課　題

【学校独自の取組に関すること】
○「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。」と
いう質問に肯定的に答えた生徒の割合は９９．２％で県・全国より多い。
○「今住んでいる地域の行事に参加している」と答えた生徒が５９．５％
で県・全国の結果を１０ポイントほど上回っている。
○「自分には良いところがある」「先生は，あなたの良いところをほめて
くれていると思う。」と答えた生徒が昨年度より大きく増えている。
●「家で自分で計画を立てて勉強をしている」と答えた生徒が昨年度より
大きく減少している。

①学習に関すること

項　　　　　目

（３）学習状況調査の結果
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家　　　庭

教育委員会

□家庭学習の時間が確保できるような環境作りに努める。

□食事・睡眠・学習などの望ましい生活習慣を定着させるように働きかける。

□メディアとの関わり方や情報モラルに関わることについて，家庭での約束や
ルールについて話し合いながら改善していく。

□実際には，ボランティア活動に参加していることを再確認させながら，その意
義を説き，さらに地域貢献をしていこうとする意欲に結び付ける。

□学校での出来事について話題にするとともに，将来の生き方やつきたい職業に
ついて話し合い，目標をもたせる。

□各教科で予習・復習の具体的なやり方を指導する。

□学年部で各教科の課題や提出状況等の情報を共有し，学習習慣付けや個別の学
習指導について，多くの教員で指導する。

□家庭学習の状況を把握し，継続して取り組めるように指導する。

□授業の中にグループ学習を取り入れるなど，授業改善に務める。

□自己肯定感を高めるために，人間関係づくりに取り組むとともに，教師の関わ
り方を工夫する。

□人権・同和教育の推進を教育活動の基盤に据え，「友だち関係に関するアン
ケート」「アンケートＱーＵ」を活用しながら，学習活動の基本となる居心地の
よい学級・学校づくりをすすめる。

□生活習慣や食生活において，望ましい習慣を理解し，その大切さを実感するこ
とで，適切な判断をし，健康な生活を営もうとする生徒を育てる。

□調査結果について市全体の状況を分析して保護者向けリーフレットやポスター
を作成し，家庭学習や生活習慣等について学校と家庭，地域が連携して取り組め
るよう支援する。
□教育委員会が実施する放課後学習等支援事業への参加を呼びかけ，児童生徒の
家庭学習の習慣化や学力向上についての支援を行う。
□アンケートＱ―Ｕ活用の研修会を実施し，教員が多面的な児童生徒理解に基づ
いた指導を行えるよう支援する。

学　　　校

（４）学習状況改善への取組
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１　本校の結果の概要

２　分析結果と改善策

２年

３年

２年

３年

〇「活用」・「基礎」や「書くこ
と」を除く「各領域」において全
国・県平均を上回っており，特に
「話す・聞く」能力が優れている。
●「書くこと」において，若干全
国・県平均を下回っており，特に
「相手に的確に伝わるように書く」
ことに課題がある。

○領域別では「数と式」が市平均を
上回った。文字の式・連立方程式・
一次関数の基本的な問題の平均正答
率は市・県平均を上回った。演習や
小テストなどを繰り返し行った成果
だと思われる。
●「比例･反比例」・「資料の散ら
ばりと代表値」の定着に課題が見ら
れる。
●数やグラフ，式，文章情報を相互
に変換し適切に表現する力が弱い。
●文章をもとに方程式をつくる問題
において，誤答・無解答が多い。

○全国平均とほぼ同程度で，領域別
では「数と式」が市平均を上回っ
た。
●「資料の活用」・「関数」の定着
に課題が見られ，「関数」では，無
回答の割合が高い。
●「数と式」の分野では，計算問題
は概ね定着しているが，数の性質や
方程式の理解が不十分な生徒が多
い。
●数学Aの選択式問題と数学Bの記述
式問題の正答率が低い。

国語
□授業や定期テストにおいて，指定された時間や字
数・段落で自分の考えや読み取った内容を書く機会
を増やし，添削を行う。
□自分が書いたものを読み返し，読み手に伝わる文
章になっているか確かめ推敲する習慣を身につけさ
せる。

数学

出雲市立向陽中学校

　記号について
　　　　○：成果
　　　　●：課題
　　　　□：これからの取組

（１）各教科の結果分析と改善策

教科 学年 課題に対する学校の改善策

〇「活用」は全国平均を上回ってお
り，特に話し合いの内容を「聞き取
ること」や文章の内容を「読み取る
こと」は，全国・市平均を上回って
いる。
●「基礎」は全国・市平均を下回っ
ており，特に作文を「書くこと」，
「言語についての知識・理解・技
能」に課題がある。

□小テストが数と式全体の基礎・基本の定着につな
がっていると考えられるので，継続的に実施する。
□文章問題では，小グループでの話し合い活動を取
り入れ，自分の言葉で説明したり，友達の説明を聞
いたりすることで問題を読み取る力や表現する力を
身に付けていく。
□図形分野の基本的な内容についても，関連した単
元の授業で，演習や小テストなどを行っていく。
□文章を読み取る力や，物事を多面的にとらえ筋道
立てて考えていく力を身につけられるような問題を
授業やテストに取り入れていく。

□授業時間を確保し，進度を意識して単元構成を考
える。
□表・式・グラフの関連を丁寧におさえ，１つ１つ
の用語と一致するような指導を行う。
□二次方程式の単元で，方程式の意味や解き方など
を復習しながら取り組む。
□授業で，表現力を高めるような発問や問題の設定
を行う。誤答分析をするような問題を取り組むこと
で，学習内容の理解が深まるようにする。
□問題の解き方，考え方を問う問題の設定を行う。

□漢字の「読み・書き」や「文法」についての小テ
ストを授業で繰り返し実施し，定期テスト前に定着
度を確かめる取り組みを行う。
□授業や定期テストにおいて，指定された時間や字
数・段落で自分の考えや読み取った内容を書く機会
を増やし，添削を行う。
□自分が書いたものを読み返し，読み手に伝わる文
章になっているか確かめ推敲する習慣を身につけさ
せる。

平成30年度　全国及び市学力・学習状況調査結果分析と改善策

〇２年生数学は，市・全国平均を３～６ポイント上回った。
〇３年生国語A・国語B・数学B・理科は，市・県・全　国平均を１～５ポイント上回った。
〇３年生国語B・数学Bの活用問題は，市平均を４～５ポイント上回った。
〇３年生は，概ね起床時刻が定まっており，朝食を毎日摂る習慣がある。２年生も朝食を毎日摂る習慣
はある。
〇２年生・３年生共に，地域の行事に参加する生徒が多い。
●２年生国語・社会・英語は，市・全国平均を２～４ポイント下回った。
●２年生理科は，全国平均は上回っているものの，市平均とはほぼ同等であった。
●３年生に数学Aは，市・全国平均とほぼ同等であった。
●２年生・３年生共に，就寝時刻はあまり定まっていない生徒もいる。
●２年生・３年生共に，新聞を読む習慣や機会が少ない。

分析結果・課題
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教科 学年 課題に対する学校の改善策

社会

英語

３年

〇全国・県平均を上回っており，分
野別にみると１分野(物理・化学分
野)が特に良好である。問題形式別
の解答状況をみても，選択式・解答
式・記述式いずれもよくできてい
る。
●理科の学習を普段の生活と結びつ
けて考える生徒の割合が全国・県平
均を下回っている。

□実験・観察の意義や課題をより明確にする。
□実験・観察のまとめや考察を生活体験を取り入れ
た形で行い，周りの人に自分の言葉で伝える機会を
増やす。

理科

分析結果・課題

（２）市教育委員会の改善策

□教育指導監の学校訪問において，「主体的，対話的で深い学び」の視点から授業改善について指導と
助言を行う。また，「平成３０年度全国学力・学習状況調査結果分析及び改善策」で挙げられた学校の
改善策（特に「学び合い学習」）について，指導と助言を行う。
□出雲市学力向上研修（＋１講座），授業公開，各種研修会を開催し，教員の授業力向上を図る。
□ＩＣＴ機器等の整備を推進することにより，各学校における授業改善や児童生徒の学習意欲向上を支
援する。

２年

○英語を聞くことに関しては概ね良
好である。
○自分のことについて複数文を書く
ような，自由度のある作文には抵抗
感なく書こうとしている。
●単語を正確に書くこと。
●対話の場面を理解して場面に合う
英文を書くこと。

２年

○全国平均は上回っており，特に実
験観察に関する技能や科学的思考表
現で測られる活用能力は高い。
●市平均にわずかに足らない。基礎
的知識の習得ができていない。
●記述問題の無解答がいくつか見ら
れる。
●出された宿題はするが，自ら進ん
で復習をしている生徒は少ない。

□1学期からの取り組みを継続し，毎時間の3問テス
ト・宿題を行うことで，基礎的知識の定着をはか
る。
□解答を埋める習慣をつけるよう，全ての提出物や
テストを行う際に呼びかける。
□理科だけでなく，学年で勉強する習慣がつくよう
に提出物のチェックや呼びかけを行う。

□英語に触れる機会を増やす。
□既習事項を使って，繰り返し習得できるようにす
る。
□発音とつづりについての指導が語彙の増加につな
がるようにする。
□英語でのやり取りに慣れさせ，書くことにつなげ
る。

□単元ごとにノートやワークを提出させ，基礎・基
本の定着につなげていく。
□授業時間の確保をし，進度を意識して単元構成を
考える。
□グループ活動を多く設定し，自分の考えを発表す
る機会を増やす。

２年

○全国平均とほぼ同程度で，おおむ
ね良好である。
●家庭で学習する時間が5教科で一
番少ない。
○地理の「世界の地域構成」は目標
値を上回っている。
●歴史の「古代までの日本」に課題
がある。
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②家庭生活に関すること 【家庭生活に関すること】
○２年生は，生活習慣に関するほとんどの質問は，全国と比べてほぼ同
等か上回っている。
〇３年生は，家庭で学校での出来事を話している生徒が５０％を超えて
いる。
○３年生は，地域の行事に参加している生徒が全国を１０ポイント程度
上回っている。

③学校独自の取組に関すること

【学習に関すること】
○２年生は，授業に対する関心，意欲は全国を上回っている。
○２年生は，話し合い活動で，自分の考えを積極的に話したり，相手の
話をしっかり聞き取ったりしている生徒の割合は全国を１０ポイント以
上上回っている。
○２年生は，返された答案の見直しをしている生徒の割合は全国を１０
ポイント以上上回っている。
○２・３年生とも自分にはよいところがあると考える生徒の割合は，全
国や県より１０ポイント程度上回っている。
○３年生は，家で自分で計画を立てて勉強している生徒の割合が全国を
１０ポイント程度，県を５ポイント程度上回っている。
○３年生は，家で学校の授業の予習・復習をしている生徒の割合が全国
を１０ポイント程度，県を５ポイント程度上回っている。
○３年生は，数学の勉強が好きと答えた生徒の割合が全国と県を１０ポ
イント程度上回っている。
○３年生は，数学の勉強が将来役に立つと答えた生徒の割合が全国と県
を１５ポイント以上上回っている。
○３年生は，数学の解き方や考え方が分かるようにノートに書いている
と答えた生徒の割合が全国と県を１５ポイント以上上回っている。
○３年生は，自然の中で遊んだことや自然観察をしたことがあると答え
た生徒の割合が全国と県を１０ポイント程度上回っている。
●２年生は，授業以外のところで，各教科に関連する事象に対する関心
が低い。（例えば，新聞記事を読んだり，自然科学に関する本を読んだ
り，テレビを見たりするなど。）
●３年生は，授業時間以外の１日当たりの勉強時間は，３時間以上はひ
とりもおらず，全国を１０ポイント程度下回っている。２時間以上３時
間未満は全国を１０ポイント程度下回っている。
●３年生は，授業時間以外で３０分以上読書している生徒が全国を１０
ポイント程度下回っている。
●３年生は，数学で学習したことを生活で活用できないか考えると答え
た生徒の割合が全国と県を１０ポイント程度下回っている。
●３年生は，理科で学習したことを生活で活用できないか考えると答え
た生徒の割合が全国と県を１０ポイント程度下回っている。
●３年生は，理科で自分の考えや考察を説明や発表していると答えた生
徒の割合が全国と県を１０ポイント程度下回っている。
●３年生は，理科で自分の予想をもとに観察や実験の計画を立てている
と答えた生徒の割合が全国と県を１０ポイント程度下回っている。
●３年生は，理科で観察や実験の結果をもとに考察していると答えた生
徒の割合が全国と県を１０ポイント程度下回っている。

分　析　結　果　・　課　題

【学校独自の取組に関すること】
○ペア活動やグループ活動等の対話的問題演習を行ってきたことによ
り，自分の考えを積極的に話したり，相手の話を聞き取ったりする生徒
の割合が高くなってきている。

①学習に関すること

項　　　　　目

（３）学習状況調査の結果
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家　　　庭

教育委員会

□「学習の手引き」を読み，家庭学習時間を確保する。
□「生活ノート」の１日の行動欄に起床・就寝時刻・家庭学習時間を記入する。
□「さわやかWEEK」や「脳さわやかデー」を通して，メディアの時間や就寝時刻
などの規則正しい生活リズムについて家庭でも振り返り，実践する。
□地区懇談会で，メディアとのよりよいつきあい方について講演会や情報交換を
行い，家庭での在り方に生かす。

□「学習の手引き」の内容を保護者にも読んでもらい，協力の依頼を行う。
　・学年の家庭学習時間の目安を示す。
　・家庭学習の内容を提示する黒板の活用。
　・じっくり取り組む時間の確保。放課後などを利用した個別学習の実施。
　（教科担任による学習や出雲市教育委員会による学力向上のための放課後学
習）
□家庭におけるテレビ視聴やゲーム使用時間や携帯電話等の利用について，各家
庭で具体的なルール作り等をしてもらうよう，家庭訪問・面談・会合等で働きか
けを行う。
□授業において「めあて」と「ふりかえり」について研修し，確実に実施する。
□朝終礼でのスピーチ・話し合い活動やコミュニケーション活動を取り入れた授
業等，生徒が自分を表現することができる場の設定に努める。（発表ボードの活
用）

□調査結果について市全体の状況を分析して保護者向けリーフレットやポスター
を作成し，家庭学習や生活習慣等について学校と家庭，地域が連携して取り組め
るよう支援する。
□教育委員会が実施する放課後学習等支援事業への参加を呼びかけ，児童生徒の
家庭学習の習慣化や学力向上についての支援を行う。
□各学校が作成した「家庭学習の手引」をオロチネットで互いに閲覧できるよう
にし，各学校が他校の取組を参考にしながら自校の家庭学習定着に向けて取り組
めるよう支援する。

学　　　校

（４）学習状況改善への取組
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１　本校の結果の概要

２　分析結果と改善策

２年

３年

２年

３年

平成30年度　全国及び市学力・学習状況調査結果分析と改善策

○全体的に基本的な生活習慣が身についていて授業や学校生活にまじめに取り組んでいる。
○家庭では規則正しい生活を送り，家族とのコミュニケーションはおおむね良好である。
○地域の一員としての自覚があり，地域行事等に積極的に参加する生徒が多い。
○家庭学習の大切さを理解しており，時間を確保している生徒が多い。
●学校生活への満足感や，自己肯定感・自己有用感は学年差や個人差が大きい。
●教科によって「活用」の力が定着していない生徒や，基礎学力が定着していない生徒がみられる。

分析結果・課題

数学

◯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
◯言語に関する知識，理解，技能
◯選択形式で答える問題
◯短答形式で答える問題
●書くこと

◯数学A，Bの全ての項目
◯[領域別]・図形・資料の活用
◯[観点別]・数学的な技能
●[観点]数学的な見方や考え方

□授業の中で多様な問題に触れさせ，興味関心を持
たせつつ難しい問題に挑戦しようとする心を養わせ
る。

国語

□題材を工夫した作文活動の継続
□書く活動の恒常化

出雲市立佐田中学校

　記号について
　　　　○：成果
　　　　●：課題
　　　　□：これからの取組

（１）各教科の結果分析と改善策

教科 学年 課題に対する学校の改善策

□題材を工夫した作文活動の継続
□書く活動の恒常化
□内容の読み取りを言葉で説明したり，文章で表現
したりする活動を行う。
□構造的に文章を読む活動の充実を図る。

◯国語Ａ・Ｂの全ての項目
●国語Ｂの全ての領域をバランスよ
く伸ばすために，書くことの領域を
伸ばしたい
●国語Ｂの全ての領域をバランスよ
く伸ばすために，読むことの領域を
伸ばしたい

◯教科全体
◯短答形式で答える問題
◯[領域別]・数と式・資料の活用
◯[観点別]・数学への関心，意欲，
態度・数学的な技能
●[領域]・図形・関数
●記述式で答える問題

□具体物の操作などを通して図形をイメージしやす
くする。重要な公式などを定期的にふり返させる。
□表，式，グラフの互換を意識させ，多面的に関数
を捉えられるようにする。
□話し合い活動や書く作業を通して説明する力や問
題を読み取る力をつけていく。
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教科 学年

２年

◯［地理的分野］
　・世界の地域構成
◯［歴史的分野］
　・中世の日本
●［地理的分野］
　・世界各地の人々の生活と環境
●［歴史的分野］
　・古代までの日本

２年

◯外国語理解の能力(聞くこと)
●外国語理解の能力（書くこと）

２年

◯[領域別]・粒子・地球
◯[観点別]
・自然事象への関心・意欲・態度
・科学的な思考・表現
・自然事象についての知識理解
●エネルギー（音の性質，光の性
質，力と圧力）
●生命（植物のからだのつくりとは
たらき）

□習熟度テスト等を実施した後，授業で，問題の解
説をするなどして，指導していく。また長期休業中
の課題として復習させる。
□入学直後の実施単元であるので，忘れている可能
性がある。他の単元と関連付けて指導していく。ま
た長期休業中の課題として復習させる。

□視覚資料を活用し，自然環境の特色と人々の生活
を関連づけて理解を深めさせる。
家庭学習の出し方を工夫し，学習内容の定着を図
る。
□学習内容の定着を図るための方策（効果的な家庭
学習の出し方など）を検討し，取り入れていく。

□折に触れて他の単元と関連付けて指導していく。
また長期休業中の課題として復習させる。

（２）市教育委員会の改善策

□教育指導監の学校訪問において，「主体的，対話的で深い学び」の視点から授業改善について指導と
助言を行う。また，「平成３０年度全国学力・学習状況調査結果分析及び改善策」で挙げられた学校の
改善策（特に「書く力の育成」等）について，指導と助言を行う。
□出雲市学力向上研修（＋１講座），授業公開，各種研修会を開催し，教員の授業力向上を図る。
□ふるさと・キャリア教育を推進し，児童生徒がふるさと出雲に対する愛着や誇りを持ったり自分の生
き方を考えたりできるよう支援する。

理科

社会

分析結果・課題 課題に対する学校の改善策

英語

３年

◯[領域別]・物理的領域・科学的領
域・地学的領域
◯[観点別]・科学的な思考・表現
・実験・観察の技能
●生物的領域

□ほぼすべての項目において習熟しているとは言え
ない傾向がある。その中でも記述（書くこと）によ
る問題の正答率が顕著に低い。単元の最後に，既習
文法を駆使した作文活動を行う。合わせて適宜，語
順を意識した英作文指導を行う。
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項　　　　　目

（３）学習状況調査の結果

【学校独自の取組に関すること】
○「ふるさと教育」の充実を図り，生徒のふるさと理解が深まってい
る。
□毎年５月に，「緑の少年団入団式」を行い，「吉栗の郷」において全
校生徒の縦割り班による野外炊飯遠足を行っている。
□総合的な学習の時間に，１年生は地域の福祉施設を受け入れ先とし
て，「福祉体験活動」を行っている。２年生は地域講師の方の指導によ
り，ふるさとの産業についての学習や「須佐太鼓体験」を行い，地域の
伝統や文化を学ぶ体験をしている。３年生は「緑の少年団活動」として
地域講師の方の指導を得ながら間伐作業やベンチ作りを行っている。ま
た，佐田地域を主な受け入れ先として，「職場体験学習」を行ってい
る。
□佐田町最大のイベントである「ごっとこいまつり」に中学生がボラン
ティアとして参加する機会を設定している。

【学習に関すること】
○各教科の学習の大切さを理解して真面目に学習に取り組んでいる。ま
た，物事にあきらめずに挑戦しようとしたり，学校の決まりを守って学
習活動や家庭学習に取り組んだりしている。
◯新聞コーナーの設置や，学級での発表活動の充実により，新聞を読む
生徒が学年を追うごとに増加傾向にあり，社会への関心や意見を表明す
る意欲につながってきている。
●将来の夢や目標がある生徒とない生徒には，学年差や個人差があり，
学習への取組にも差が見られる。
□キャリア教育の充実を図り，先の見えない社会へも通用する目標の設
定，進路決定に向けて学習計画の立て方の指導の充実を図る必要があ
る。基礎の定着を図る学習活動や，調べ学習の充実による力の定着を図
る機会や，発展的な内容を学習する機会を増やすことを意識して取り組
みたい。また，学級での発表活動の充実や，各教科の授業の中で説明す
る機会を多くすることにより，表現力を伸ばす取組を行いたい。
●始業前の時間を朝学習３日，朝読書２日に振り分けているため，朝読
書を週５日行っている他校に比べると，読書量は少ない。
□図書館教育の充実を図り，語彙力や読解力の育成につなげたりした
い。

③学校独自の取組に関すること

②家庭生活に関すること 【家庭生活に関すること】
○家庭で学校での出来事等を話したり，地域の行事に積極的に参加した
りできており，家族や地域の方々とのコミュニケーションが取れてい
る。
◯多くの生徒が，平日・休日ともに，ある程度の学習時間を確保してい
る。
◯メディア接触の研修を定期的に行ってきたことや家庭との協力によ
り，家庭学習の時間を確保ができるようになってきたことにより，メ
ディアに接触する時間がやや減少した。
□毎日の自学ノート提出を課しているが，主体的・計画的に学習に取り
組むための意識改革を促し，更に力を伸ばす学習方法や時間の使い方を
含む学習計画の立て方を工夫するための個別指導を継続していきたい。

①学習に関すること

分　析　結　果　・　課　題
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教育委員会

□年度当初に全生徒に配布している「学習の手引き」を家庭で一緒に読んで活用
する。

□家庭での手伝い等の役割を決め，実践させることにより自己肯定感を高める。

□小中連携の取組で生活リズムを整えるためのウィークを設定している。保護者
もその取組みに協力し，就寝時刻やメディア接触のルール作りを行っている。ま
た，保護者を対象にしたスマホ・ケータイ安全教室に参加する。

□小中合同で地区懇談会を行い，保護者と地域の方と学校の教職員でこんな子に
育ってほしいという思いや願いを共有している。

□主体的な学習に向けての取組
・教科教室と教科コーナー，ICT機器を活用して，主体的な学習に取り組む態度
を培う。
□「思考力・判断力・表現力」を育てるための取組
・人権・同和教育を推進し，支持的風土の学習集団により，安心して発言できる
ような共感的・支持的な学級づくりの実践を行う。・読書活動を充実させ，図書
やインターネットを活用した調べ学習等の時間を設定し，知識を増やし，思考力
や判断力の育成につなげる。・授業の振り返りやテストの計画・反省表を活用
し，主体的に学習内容を考える力を育てる。
・聞き手に伝わることを意識した表現活動の場面設定（朝終礼でのスピーチ・校
内弁論大会・文化祭等）を行う。
・生活ノート，学級日誌を活用した表現活動を充実させる。
□「知識・技能」を定着させるための取組
・ＴＴや個別指導などで，個に応じたきめ細やかな指導や支援を行い，基礎学力
の保障に努める。・基礎的から発展まで，複数の課題を用意し，個に応じた学習
を支援する。・家庭学習の支援や朝学習や小テストを実施により基礎的な内容の
定着を図る。
□保・小・中連携の推進
・授業参観，合同研修会や合同地区懇談会により，各部会での連携推進を図る。
□特別支援教育の充実
・障がいや，生徒理解の校内研修の実施や保護者への啓発活動の推進を行う。
□自己肯定感・自己有用感を高める取組
・キャリア教育の充実とともに，当番活動等の取組への声掛けの充実を図る。

学　　　校

（４）学習状況改善への取組

□調査結果について市全体の状況を分析して保護者向けリーフレットやポスター
を作成し，家庭学習や生活習慣等について学校と家庭，地域が連携して取り組め
るよう支援する。
□教育委員会が実施する放課後学習等支援事業への参加を呼びかけ，児童生徒の
家庭学習の習慣化や学力向上についての支援を行う。
□メディア接触や情報モラルに関する教員及び保護者向けの研修会を開催し，家
庭や地域と連携して児童生徒の家庭生活の見直しを図っていく取組を支援する。

家　　　庭
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１　本校の結果の概要

２　分析結果と改善策

２年

３年

２年

３年

○国語A.Bともにどの観点でも，
県，全国の平均点を上回っている。
また，無回答が少なく，意欲的に解
答している。
●国語A,Bの両方において「書く領
域」の問題において正答率が平均を
下回っているものがある。

◯基本の作図をきちんとすることが
できる。
◯記述問題は，書けた人はほとんど
正解している。
●全体的に，基礎基本が定着してい
ない。

○全体的に正答率が高い。
●関数領域については，学習内容の
定着が不十分なため，正答率がやや
低い。

国語

□論理的な文章に触れさせ，文章の構成の仕方につ
いて，今一度確認する。
□テストの作文問題や，作文を書く活動をした後に
は，個別に添削指導するだけでなく，全体にも書き
方の指導をすることを継続していく。

数学

出雲市立多伎中学校

　記号について
　　　　○：成果
　　　　●：課題
　　　　□：これからの取組

（１）各教科の結果分析と改善策

教科 学年 課題に対する学校の改善策

○漢字の「読み」においては正答率
が高く，学年で１００％の正答率の
ものも２問ある。
●漢字の「書き」の問題については
正答率を下回るものがある。
●「読む領域」の解答において，５
ポイント以上目標値を下回る問題が
多い。特に説明文の問題で顕著であ
る。

□毎時間の授業で，基本的な計算問題をできるだけ
たくさん解かせるようにする。
□既習事項を繰り返し復習しながら，新しい内容を
学習していく。
□複数の教員により，きめ細やかに指導を行う。

□関数領域については，表，式，グラフの関係をお
さえることを大切にし，繰り返し復習をしながら，
新しい内容を学習していく。
□基礎基本が定着している生徒が多いので，発展し
た内容についての学習も積極的に行う。
□複数の教員により，きめ細やかに机間指導を行
う。

□既習の漢字については，日々の生活の中でも意欲
的に使って定着させるよう指導する。また，間違っ
たまま練習していることもあるので，新しい漢字を
学んだ時点で，正しく書けているか確認し，適宜ア
ドバイスをする。
□説明文で多用される「接続表現」や「指示する言
葉」について再確認し，「接続表現」に注目するこ
とで，その後の文章の流れを予想できること，「指
示する言葉」が何を指すのかを正確に読み取ること
で，文章全体を正しく読めることを理解させる。ま
た，長文を読むことに対する抵抗感や語彙の不足も
感じられるため，短い文や少し難しい言葉が出てく
る文章を用意し，読むことへの抵抗感を薄めたり，
さまざまな言葉に触れる機会を作ったりする。

平成30年度　全国及び市学力・学習状況調査結果分析と改善策

（２年生）
●全教科において市・全国平均を下回った。

（３年生）
○国語Ａ・Ｂ，数学Ａ・Ｂ，理科ともに市・県・全国平均を上回った。

分析結果・課題
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教科 学年 課題に対する学校の改善策

社会

英語

３年

〇全体的に正答率が高い。
〇学習指導要領の生物的領域では特
に正答率が高い。
●物理領域の質量パーセント濃度や
地学領域の風向の観測方法等につい
て正しく理解していない生徒の割合
が高い。

□観察，実験などを通して，学習事項の定着をはか
る。
□すべての領域において，科学的な見方や考え方を
養うよう観察，実験などの機会を増やす。
□物理領域や地学領域では，特に具体物やモデルな
どを利用し，学習内容の理解を助ける。

理科

分析結果・課題

（２）市教育委員会の改善策

□教育指導監の学校訪問において，「主体的，対話的で深い学び」の視点から授業改善について指導と
助言を行う。また，「平成３０年度全国学力・学習状況調査結果分析及び改善策」で挙げられた学校の
改善策（特に「各教科の基礎力」の育成等）について，指導と助言を行う。
□出雲市学力向上研修（＋１講座），授業公開，各種研修会を開催し，教員の授業力向上を図る。
□ＩＣＴ機器等の整備を推進することにより，各学校における授業改善や児童生徒の学習意欲向上を支
援する。

２年

〇リスニング（内容理解）や，語
形・語法の知識理解は目標値や全国
平均正解率よりも高い。
●全体的に正答率が目標値よりも低
い。
●英作文等，「書くこと」に関して
基礎的な学習事項が定着していない
生徒の割合が高い。

２年

〇学習内容のうち，身のまわりの物
質とその性質の正答率は目標値より
も高い。
●全体的に正答率が目標値よりも低
い。
●基礎的な学習事項が定着していな
い生徒の割合が高い。

□自然の事物・現象についての基本的な概念が形成
されるように，観察，実験などの機会を増やす。
□原理や法則の理解を深めるためのものづくりの機
会を設ける。
□具体物やモデル，映像資料などにより理解が深ま
るように助ける。

□今まで以上に既習事項を繰り返し復習し，基礎的
なことに関して，より定着していくようにする。
□１年生のときは，「聞く」「話す」の領域にやや
比重を置いていたが，２，３年生では，「読む」
「書く」ことの領域の力が定着するよう，授業を計
画的に行う。

□複数の資料からもの事を導き出す学習を重ねてい
くことで思考のパターンを作り上げていく。
□基本的な語句や事象の定着を図るため，繰り返し
の学習を行う。

２年

○内陸国や縄文時代の食料について
理解している生徒が多い。
●世界の気候帯や気候区についての
正答率が低い。
●地理，歴史共通して複数の資料を
もとに考察し，表現する問題の正答
率が低い。
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②家庭生活に関すること 【家庭生活に関すること】
（２年）
○「学校での出来事を，家の人に話している」と「出かけるときは，家
の人に行き先を言っていり」は全国平均よりかなり高い。
●「朝は，時刻を決めて起きている」「朝は，自分で起きている」は，
ともに全国平均を１０ポイント以上下回っている。
●家の人と一緒に朝食を食べている生徒は全体の半分強である。

（３年）
○「朝食を毎日食べている」という質問に95.7％の生徒が「当てはま
る」「どちらかというと当てはまる」と答えている。これは，県，全国
平均上回っている。
○「毎日同じくらいの時間に起きていますか」という質問に95.7％の生
徒が「当てはまる」「どちらかというと当てはまる」と答えており，こ
れは，県，全国平均を上回っている。
●「週末には何をして過ごすことが多いか」という質問に対して，部活
動以外のスポーツをしている生徒の割合は県，全国の平均を下回ってい
る。

③学校独自の取組に関すること

【学習に関すること】
（２年）
○「勉強に図書館を利用している」が全国平均を上回っている。
●「勉強するときは，集中して勉強している」と「家では勉強する場所
を決めている」が全国平均を１０ポイント以上下回っている。
●「勉強に辞書を利用している」は全国平均より２０ポイント以上低
い。

（３年）
○家で学校の宿題に取り組んでいる生徒の割合が全国，県の平均を上
回っている。
○「家で授業の予習，復習をしている」という質問に対して，「してい
る」「どちらかといえばしている」と答えた生徒の割合が全国，県の平
均を上回っている。
●３時間以上家で勉強している生徒の割合が全国平均を下回っている。
●「将来の夢や目標を持っているか」という質問に対して，「当てはま
る」「どちらかというと当てはまる」という生徒の割合が県，全国の平
均を下回っている。

分　析　結　果　・　課　題

【学校独自の取組に関すること】
（２年）
○「地域の行事に参加している」は８５％で全国平均より４０ポイント
以上高い。

（３年）
○「地域社会などでボランティア活動に参加したことがある生徒」は
78.3％で，県，全国の平均を上回っている。

①学習に関すること

項　　　　　目

（３）学習状況調査の結果
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家　　　庭

教育委員会

（２年）
□家庭学習の時間が確保出来るように，家庭での生活について話し合ったり支援
したりする。
□「家庭学習の手引き」を読み，学習環境や学習の仕方について家族で話し合っ
たり，約束を作ったりする。

（３年）
□「家庭学習の手引き」を読み，家庭学習の時間を確保する。
□「家庭学習の手引き」を読み，学習環境や学習の仕方について家族で話し合っ
たり，約束を作ったりする。

（２年）
□「学習の手引き」等を利用して，学習の大切さを理解させる。
□個々の生徒について，授業や提出物の様子を確認し，指導が必要な生徒を支援
する。
□授業の方法を改善し，分かる授業，参加出来る授業をめざす。
□授業の最初にめあてを確認させ，目標をもって取り組めるようにする。

（３年）
□「家庭学習の手引き」等を読み，家庭学習の大切さを教えるとともに，学習時
間を確保するよう指導する。
□進路指導をするとともに，将来に希望がもて，興味のある分野に挑戦したいと
いう意欲を育てるような取組を考えて実施する。
□授業の方法を改善し，学力向上に努める。
□授業のめあてを示し，学習の振り返りを行うことで，学習意欲や内容理解へつ
なげる。また，理解度を確認し，疑問点の把握に努める。
□授業で発展的な問題にも取り組ませ，活用力を伸ばしていく。

□調査結果について市全体の状況を分析して保護者向けリーフレットやポスター
を作成し，家庭学習や生活習慣等について学校と家庭，地域が連携して取り組め
るよう支援する。
□教育委員会が実施する放課後学習等支援事業への参加を呼びかけ，児童生徒の
家庭学習の習慣化や学力向上についての支援を行う。
□各学校が作成した「家庭学習の手引」をオロチネットで互いに閲覧できるよう
にし，各学校が他校の取組を参考にしながら自校の家庭学習定着に向けて取り組
めるよう支援する。

学　　　校

（４）学習状況改善への取組
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１　本校の結果の概要

２　分析結果と改善策

２年

３年

２年

３年

□数学的活動や日常生活に関わる課題を取り入れ，
理由を考え説明する学習を行う。
□ペアやグループでの学習形態を作り，言語活動，
表現活動の充実を図る。
□自分の考えや理由を記述する学習活動を行う。
□全体の場で発表する機会を設け，言語表現力を養
う。

□「関数」について具体的，日常的な課題を扱う。
□数学的活動や日常生活に関わる課題を取り入れ，
理由を考え説明する学習を行う。
□ペアやグループでの学習形態を作り，言語活動，
表現活動の充実を図る。
□自分の考えや理由を記述する学習活動を行う。
□全体の場で発表する機会を設け，言語表現力を養
う。

□視写，漢字の小テスト，単元終了後の確認テス
ト，ワークの問題に取り組ませることなどを継続し
て実施し，基礎学力の定着を図る。
□比較読み，分析読みなどを話し合い学習を通して
行いながら，確かな読みの力をつける。
□おすすめ本や新聞記事の紹介などを通して，ふだ
んから，文章を読む習慣をつけ，工夫して話す力も
つけていく。

平成30年度　全国及び市学力・学習状況調査結果分析と改善策

(2年)
○国語と数学については，全国を上回っている。他の３教科もほぼ，全国平均である。
●表現する力については，各教科とも授業改善を工夫する必要があると思われる。
□各教科とも思考する時間を工夫し，表現力が身につくように取り組む。
(3年)
○国語の基礎と理科については，全国を上回っている。数学の基礎も全国並である。
●数学の弱い単元について，定着が図れるように復習を行う必要があると思われる。
□受験に向けて，家庭学習の取り組みを計画的に行えるように取り組む。

分析結果・課題

数学

出雲市立湖陵中学校

　記号について
　　　　○：成果
　　　　●：課題
　　　　□：これからの取組

（１）各教科の結果分析と改善策

教科 学年 課題に対する学校の改善策

○全体的には，県平均・全国平均を
上回っている。
○特に言語についての知識・理解・
技能が高い。
●読むこと・話すこと・聞くことに
やや誤答が多い。

○領域「数と式」，観点「数学的な
技能」，問題形式「短答式」は県平
均を上回っている。
○数学Ａは県平均と同レベルであ
る。
●全国平均に対して，数学Ａ，Ｂと
も下回っている。
●領域「関数」，観点「数学的な見
方や考え方」，形式「記述式」に課
題がある。

国語
□視写，漢字の小テスト，単元終了後の確認テスト
は継続して実施し，基礎学力の定着を図る。
□いろいろな文章にふれ，読み比べをしたり，評価
をしたりして，話し合い学習をし，思考力を高める
学習を取り入れる。
□おすすめ本や新聞記事の紹介などを通して，ふだ
んから，文章を読む習慣をつける。

○全体的には，国語Aは県平均・全
国平均を上回り，国語Bは県平均・
全国平均とほぼ同程度である。
●グラフの読み取り等の活用問題に
課題がある。
●記述式問題がやや弱い。

○全領域，全観点で目標値を上回っ
ているか，同じである。
○領域の「資料の活用」，観点の
「数学的な技能」「数量についての
知識・理解」は特に平均正答率が高
い。
●記述解答は正答率が低く，表現力
に課題がある。
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教科 学年

２年

〇世界の地域構成，中世の日本の正
答率が全国平均を上回っている。
〇記述式の正答率が全国平均を上
回っている。
●観点別では，社会的な思考・判
断・表現，社会的事象への関心・意
欲・態度に課題が見られる。

□身近な地域の課題，時事問題などを取りあげ，社
会的な事象への関心を高める。
□教科書や資料集の資料を読み取る学習を，より丁
寧に行う。
□ペア・グループ学習，振り返りなどの活動を通し
て，思考力・判断力，表現力を高める。

２年

○基礎基本については，ほぼ市の平
均と同じであるが，言語に関する知
識理解については定着が弱い。
●表現については文型を活用して文
を作ったり，並びかえて正しい文に
する力が弱い。
●根気強く継続して学習に取り組む
姿勢が課題である。

２年

○基礎的内容に関して定着してい
る。
●実験や観察に関する技能，またま
とめでの表現力，思考力の定着を図
る必要がある。
●活用に関しても思考力，判断力，
表現力不足が，今後の課題である。

□定期的な復習の時間を取り入れ，その定着を小テ
ストで確認する。
□家庭学習の内容について，基礎の定着を図る課題
と共に，活用に関しても行う。
□学習方法について一人ひとり再確認をさせる。

□自学ノートに単語だけではなく文も練習させ，作
文能力を高める。
□課題テストの回数を増やし，単語や英作文がどの
くらいマスターしているかをチェックし，授業に役
立てる。
□自学ノートにページ数の目標を持たせ，内容も作
文などを取り入れ，充実させて取り組ませる。また
歌や映画などを取り入れ，生の英語に触れさせるこ
とで，関心や意欲を喚起する。

（２）市教育委員会の改善策

□教育指導監の学校訪問において，「主体的，対話的で深い学び」の視点から授業改善について指導と
助言を行う。また，「平成３０年度全国学力・学習状況調査結果分析及び改善策」で挙げられた学校の
改善策（特に「読み取る力，書く力の育成」）について，指導と助言を行う。
□出雲市学力向上研修（＋１講座），授業公開，各種研修会を開催し，教員の授業力向上を図る。
□学校司書や読書ヘルパーを配置し，各学校における学校図書館を活用した学習や読書活動の推進を支
援する。

□基礎内容の定着から，思考力・表現力を身につけ
られるように，学習活動時の形態（班学習）や家庭
学習の取り組みについて生徒と確認しながら行う。
□授業での意欲や関心が保たれるように，身近な問
題を取り上げるように工夫する。

理科

分析結果・課題 課題に対する学校の改善策

社会

英語

３年

○知識・活用の問題について県と全
国平均を超えている。
●無回答の問題は，思考力・表現力
で２割近い生徒が苦手のようであ
る。
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項　　　　　目

（３）学習状況調査の結果

①学習に関すること

③学校独自の取組に関すること

【学習に関すること】
（2年）
○授業で先生の話をしっかり聞いている，宿題をきちんとしていると答
えた生徒の割合は高い。
●体育の授業のほかにも運動をしている割合が全国に比べて低い。
●勉強に辞書を利用している割合が全国に比べて低い。
（3年）
●自分で計画を立てて勉強する時間は，あまりしていないと全くしない
を足すと，57%であり，県や全国と比べても10%近く離れている。また学
校の予習・復習をしているかという項目も同様な結果である。
●１，２年で受けた授業で，課題解決に向けて思考したり，表現し発表
したりすることが苦手な生徒が，県や全国と比べて多い。
○平日の家庭学習時間が，２時間以上の割合が33％あり，3割近い生徒は
定着しているものと思われる。

分　析　結　果　・　課　題

【学校独自の取組に関すること】
○みんなで何かを成し遂げる喜びを実感できる生徒たちではあるが，一
方で，個々の意見を取りまとめ，協力体制を生み出すことに難しさを感
じている生徒もいる。両学年ともに部活動や体育祭，文化祭といった学
校行事を通して，経験を積むことができたと思う。
○地域の活動への積極的な参加は，本校生徒の郷土愛や，ボランティア
精神の表れである。
○規範意識も高い。
○姿勢という言葉の意味を再確認し，すべての教育活動に意識をさせ取
り組みを行う。

②家庭生活に関すること 【家庭生活に関すること】
 (2年)
○全国との比較で，8割以上の内容について，肯定率を上回っている。特
に家庭での自主的な取り組みについて，積極的である。
●肯定率が低い項目として，運動や手伝いをしない傾向が見られる。
（3年）
●平日における家庭学習時間で，30分未満と全くしないの割合(15.2%)
が，県平均13.6%に比べ高い（全国11.9%）。
○地域社会でのボランティア参加の割合(88%)が，県や全国(53%)と比べ
てかなり高い。
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教育委員会

□家庭でも身近なニュースや情報を，会話の中に取り入れ様々な事例について考
える機会を多くとる。
□家庭内での約束として，時間の使い方を工夫し，自主性が芽生えるように話し
合う。
□保幼小中が協力して行っているメディアとのかかわりを記録する『チャレンジ
週間』を活用し，家庭でのメディアとの接し方を見つめ直す活動を行う。また同
様に定期考査時のメディア時間も家庭で話し合う機会をとる。

□授業のめあてを提示するとともに，振り返りの活動を習慣化する。また1時間
の授業の流れを生徒に提示しわかりやすい授業にする。
□各教科と連携し，家庭学習の取り組みについて，課題の量や質を工夫してい
く。
□地域社会の一員として考える機会を設ける。
□書くこと，伝えることに関して，色々と工夫しながら取り組んでいる。引き続
き，スピーチや要約などの活動を通し，自分の意見や考えをまとめ，伝える時間
を確保していく。他者の考えに触れることで自分を見つめなおす機会を持つこと
ができると考えている。
□放課後スクールを開講し，地域講師のもとで学力向上に努めている。
□夏季休業中をはじめとし，昼休み等各教科の補充学習を進めている。
□学ぶ意義について考えさせたり，社会や世界とのつながりを深めさせる職場体
験等，キャリア教育の取り組みを通して，学ぶ意欲を喚起する。

□調査結果について市全体の状況を分析して保護者向けリーフレットやポスター
を作成し，家庭学習や生活習慣等について学校と家庭，地域が連携して取り組め
るよう支援する。
□教育委員会が実施する放課後学習等支援事業への参加を呼びかけ，児童生徒の
家庭学習の習慣化や学力向上についての支援を行う。
□保幼小・小中連携を推進し，校種間で連携して基本的生活習慣の定着や学力育
成が図られるよう支援する。

学　　　校

（４）学習状況改善への取組

家　　　庭
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１　本校の結果の概要

２　分析結果と改善策

２年

３年

２年

３年

○漢字の書き取り，言葉の意味に関
する問題については正答率が高い。
●助言を加える問題，相手の反応を
踏まえながら話す言葉を選ぶ問題の
正答率が全国平均を下回っている。
本校の生徒の課題は「考える力」
「考えをまとめる力」「まとめた内
容を言葉に表す表現力」と言える。

○『数と式』の正答率「数学的な技
能」の観点ともに高い値である。こ
れは日頃から継続的に自学ノートに
取り組んでいる成果である。
●『図形』と『資料の活用』に関し
ては，若干市町村平均よりやや低
い。＜活用＞分野の正答率は，＜基
礎＞分野に比べるとそれほど高くは
ない。

〇基本的な知識・技能の定着
〇数の性質に関して予想を立てるこ
と
●図形に関する証明や説明
●道のりや割合に関する問題の解決
●予想したことを証明したり説明し
たりすること
学んだことを利用して問題を解決す
ることに課題がある。

国語
□言語活動のより一層の充実。書く学習により表現
力を高めていくことも必要であろうし，授業中に発
表などで話す機会を増やしていくことも，課題改善
につながると思われる。また，生徒会活動や行事を
とおして人前で話す機会を増やすことも，「考える
力」「考えをまとめる力」を伸ばすことにつながる
と思われる。

数学

出雲市立大社中学校

　記号について
　　　　○：成果
　　　　●：課題
　　　　□：これからの取組

（１）各教科の結果分析と改善策

教科 学年 課題に対する学校の改善策

○ほとんどの領域で全国平均正答率
よりも高い。漢字の問題での正答率
は特に高くなっている。
●一方，内容別正答率では「作文」
の内容での正答率が全国平均を下
回っている。文章を読むことに関し
ては比較的できているが，自分の考
えを作文することが苦手であると思
われる。

□『図形』と『資料の活用』を２年次にも復習をす
る。＜既習事項カードを利用した図形についての定
義，定理の確認。『資料の活用』に関した基礎，基
本の復習プリントの実施。＞
□書く力をつけるためにも，日頃から数学的活用の
ある問題に取り組ませ，文章や内容を理解し，把握
する力をつけていく。＜自分の考えを文章や言葉・
図で表現したり，互いの考えを伝え合い，わかり
合ったりすることができるための場の設定。＞

□「基本的な知識・理解，技能の定着」課題テスト
や自学ノートを利用して基礎基本を定着させる。
□「既習事項の利用」新たな問題を考えるときに学
んだことや知っていることを使って問題が解決でき
ないか考える機会をつくる。
□「問題演習の工夫」繰り返しの練習だけでなく，
学んだことや身につけたことを利用して問題を解決
する楽しさを実感できるような問題を用意する。

□自分の考えをまとめる力をつける。書く能力を高
めるためには，まずは自分の考えを自分の言葉で表
現することが必要である。話し合い活動等をとおし
て，考えを発信する力が高まっていけば，それを文
章にすることもできるようになるのではないかと思
われる。発信力・コミュニケーション力については
研究の主なテーマにあげて取組を進めている。

平成30年度　全国及び市学力・学習状況調査結果分析と改善策

○全体的に学習への関心は高く，学習することの大切さを認識している生徒が多い。
○学年や教科によって結果に差はあるが，概ね基礎的な学力は身についている。
○生活習慣の定着，家族との関係については良好な結果が得られている。
○積極的にボランティアに参加したり，地域が好きだと答えたりしている生徒が多い。
●「資料の活用」「自分の考えを的確に書く」など，基礎的な知識を活用して応用的に考え，答えを導
き出すような問いに対応する力をさらに伸ばしていくことが必要である。
●学習に対する意欲は個人差が大きく，長い文章を読んだり，難易度の高い問題に根気強く取り組んだ
りすることができにくい生徒もいる。
●家庭学習の時間については，わずかながら平均を下回っている。

分析結果・課題
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教科 学年 課題に対する学校の改善策

社会

英語

３年

〇「領域」では化学領域，「問題形
式」では記述式の正答率が比較的高
い。
●「領域」では物理領域，地学領域
がやや低い。特に，電気領域を苦手
としている。また，「観点」では知
識・理解に関する正答率が低く，学
習内容の定着は十分とはいえない。

□小単元終了後に小テストを実施したり，計算問題
の反復練習をしたりして基礎基本の定着に努める。
□ＩＣＴを活用したり，ワークシートやモデルなど
の教材教具を工夫したりして，生徒の興味・関心を
高めるとともに，学習の流れや学習内容を分かりや
すくする。
□観察実験の目的を明確にし，その方法と結果をま
とめて考察する時間をきちんと確保して，理論的に
説明する力を養う。

理科

分析結果・課題

（２）市教育委員会の改善策

□教育指導監の学校訪問において，「主体的，対話的で深い学び」の視点から授業改善について指導と
助言を行う。また，「平成３０年度全国学力・学習状況調査結果分析及び改善策」で挙げられた学校の
改善策（特に「つながりから育むコミュニケーション力・発信力の育成」）について，指導と助言を行
う。
□出雲市学力向上研修（＋１講座），授業公開，各種研修会を開催し，教員の授業力向上を図る。
□ふるさと・キャリア教育を推進し，児童生徒がふるさと出雲に対する愛着や誇りを持ったり自分の生
き方を考えたりできるよう支援する。

２年

全ての項目において目標値，または
上回る結果となっている。特に言
語，文化についての知識・理解の項
目において目標値を上回っている。
○「読むこと」，「書くこと」の領
域において正答率が高い。
●「聞くこと」対する正答率がやや
い。

２年

ほとんど全ての領域において全国・
出雲市平均を上回っている。
○「植物のからだのつくりとはたら
き」と「身のまわりの物質とその性
質」に関する問題での正答率が高
い。
●「力と圧力」特にバネの問題で正
答率がやや低く，科学的な思考・表
現の力が弱い。

□基本的な内容の反復練習を行う。また，計算問題
の練習時間を取り入れる。
□じっくりと根気強く考えることが苦手な生徒が多
いことから，ＩＣＴ等を活用し，観察・実験の目的
を明確にし，その方法や結果をきちんとまとめる活
動を多く取り入れる。
□グループ活動を通して，自分の考えをまとめた
り，意見交換する時間を確保し，理論的に説明する
力を養う。

□表現力（書くこと，話すこと）に比べて理解力
（読むこと，聞くこと）に弱さがあるので，意図的
に問題演習を取り入れるなどしていく必要がある。
□長文読解においては，比較的長い英文を定期的に
読む活動を増やしていく必要がある。
□学力差，意欲の差を縮めるよう，自学ノート（Ｂ
ノート）の有効な活用，月例課題テストの事前事後
の指導を徹底していきたい。

□「資料活用の技術」や「社会的事象についての知
識・理解」については，比較的力がついてきている
ので，引き続き技能や知識の理解が深まるよう，作
業や基礎的な知識を確認する場面を確保したい。
□学習に対する興味・関心が高まるよう，授業にお
いて地図やグラフ，写真といった資料を効果的に提
示し，生徒が主体的に社会的事象の背景を考察する
場面を作っていく。

２年

全ての項目において目標値と同等の
結果になっている。特に社会的事象
への関心・意欲・態度において目標
値を上回っている。
○「世界の地域構成」，「世界各地
の人々の生活環境」の領域において
正答率が高い。
●記述問題に対する正答率が低く，
資料を分析し，文字に起こす力が不
足している。
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②家庭生活に関すること 【家庭生活に関すること】
○家庭でもきちんとした生活を送ろうとしている生徒が多い。具体的に
は「睡眠時間の確保」や「朝食は家族と摂る」や「学校へ行く前に忘れ
物がないか再確認している」などは生徒の割合が高い。また家族間での
挨拶，朝食の摂食率も概ね好ましい結果が得られており，家庭での教育
力はある程度は期待できる状況にあると思われる。
○家庭でのメディアとの関わりについては，全国と比べても接触時間は
短いが，「ＴＶのニュース」「ＴＶのクイズ番組」を見る割合は高く，
メディアを有効に活用しようとする傾向が高い。小学校と連携しながら
地域が一体となって取り組んでいる成果であると考える。

●自立起床についてはできていない生徒の割合が全国平均と比べてやや
高く，生活習慣の十分な定着についてはまだ課題がある。また起床時刻
をきちんと定めておらず，起こされた時間に起きていると思われる。

③学校独自の取組に関すること

【学習に関すること】
○「家の人から言われなくても，進んで勉強している」「自分で計画を
立てて，勉強している」という問いに対して，「している・どちらかと
いえばしている」という肯定的な回答をしている生徒の割合が全国の平
均を上回っている。また，「勉強に図書館を利用している」「学習に参
考書や問題集を利用している」といった生徒も全国平均を大きく上回
り，学習への高い意識を感じることができる。
○毎月実施している課題テスト（国語，数学，英語）への取組，また数
学，英語を中心に行っている自学ノートの指導の成果が現れていると考
える。
○「勉強するときは，集中して勉強している」「参考書や問題集などを
使って，勉強している」という問いに対して，「している・どちらかと
いえばしている」という回答が全国の平均を上回っている。個人差はあ
るが，意欲をもって自分から学習に取り組もうとする生徒が多くみら
れ，授業にも積極的に取り組む様子が感じられる。
●学習への意欲は概ね前向きであるが，平日の家庭学習時間は出雲市平
均をわずかながら下回っている。逆に休日の家庭学習時間は平均を上
回っている。これは平日子供たちに学習をする時間のゆとりがないと考
えることができる。時間の使い方については課題がある。「就寝時間や
テレビの時間を自分で決めている」という質問での肯定的な回答がやや
低いことからも，自分でタイムマネージメントを行う力をつけさせる必
要がある。

分　析　結　果　・　課　題

【学校独自の取組に関すること】
○地域での行事やボランティア活動への参加に関する肯定的な回答の割
合が，全国と比べてもかなり高い。また，地域で起こっている問題に関
心を示す回答率も高く，自分のふるさとに対して愛着をもっている生徒
が多い。これは長年本校が取り組んできた総合的な学習の時間に行う
「すくらむ学習」など，地域に根付いたふるさと学習の成果であると思
われる。また，多くの地域の方が本校のふるさと学習に関わってくだ
さっていることも，大きな力となっている。
○全国的にも有名な地元の【大社ブランド】に対して，多くの生徒が，
プライドを持っている。

①学習に関すること

項　　　　　目

（３）学習状況調査の結果
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家　　　庭

教育委員会

○保護者は子どもたちの健全な成長と学習面に対して，大変気を配り力強い支援
を行っていると感じることができる。今後もこれまで以上に子どもへの関わりを
継続・深化させていってほしい。
□家庭学習時間が平均を下回っていることから，保護者は子どもに対し，自らタ
イムマネジメントを行う力を身につけることができるよう支援するとともに，子
ども自らが主体的に学ぶ姿勢をもって取り組むよう，言葉がけや環境づくりを行
う。
□特に自立起床や起床時刻の設定，メディアとの関わり方や時間等については，
保護者は家庭でのルールづくりについて，親子で話し合いながら改善していく。

□学校はほぼ全ての教科において全国平均・出雲市平均を上回っていることか
ら，これまでの取り組みをしっかりと継続させていく必要がある。ただし現状に
満足せず，生徒達が知的好奇心探究心をもって学習に取り組めるよう授業や学習
方法の改善をはかっていかなければならない。
□本校の研究主題は，「基礎基本の定着をはかり，自ら考え学び合う生徒の育
成」副主題は「“つながり”から育むコミュニケーション力・発信力」である。
このことから，今後も授業を中心に基礎学力のさらなる定着の徹底を図ってい
く。また副主題である，地域からの学びや，生徒のあらゆる場面での発信する能
力を高めていきたい。
□また本校の生徒は地域への思いが強く【大社ブランド】に高いプライドを持っ
ている。今後さらに地域との結びつきを強める取組を積極的に行っていきたい。
具体的には，総合的な学習の時間に行う，「出雲阿国」や「出雲弁講座」また
「社中生吉兆」など地域と共に学び合い，ふるさとを愛しふるさとと共に成長し
ていく生徒を育てていきたい。

□調査結果について市全体の状況を分析して保護者向けリーフレットやポスター
を作成し，家庭学習や生活習慣等について学校と家庭，地域が連携して取り組め
るよう支援する。
□教育委員会が実施する放課後学習等支援事業への参加を呼びかけ，児童生徒の
家庭学習の習慣化や学力向上についての支援を行う。
□各学校が作成した「家庭学習の手引」をオロチネットで互いに閲覧できるよう
にし，各学校が他校の取組を参考にしながら自校の家庭学習定着に向けて取り組
めるよう支援する。

学　　　校

（４）学習状況改善への取組
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１　本校の結果の概要

２　分析結果と改善策

２年

３年

２年

３年

○漢字の読み書きの正答率は高い。
○文章の単純な読み取りに関する問題の正
答率は高い。
●書き手の意図や文章の全体像を読み取る
問題の正答率が低い。
●条件全てを満たして書き上げている生徒
が少ない。
●語彙不足の傾向がある。
●時間内に解くことが難しい生徒が多い。

○「図形」「資料の活用」の領域について
の理解は，概ね良好である。
○数量や図形などについての知識について
は，概ね理解できている。
●一次式の減法，立式，割合に課題があ
る。
●理由等を記述することに課題がある。
●文章量の多い問題は正答率が低く，無解
答率が高い傾向にあった。

○計算問題は力がついてきている。
○「図形」領域については正答率が高い。
●数学的な技能の問題では，式を変形した
り，立式したりする問題の正答率が低い。
●記述して解答する問題の無解答率が高い
傾向がある。
●関数の変域・変化の割合・確率で，規則
性を発見し予想して解く力が十分でない。

国語
□語彙に関する解説を，授業中適宜行う。また，慣
用句・ことわざ等の語彙を増やす学習を行う。
□目的に応じて，情報を読み取ったり資料を活用し
たりする学習を行う。
□時間を決めて，文章を読んで解答する学習を行
い，文章を読む速さを向上させる。
□時間内に，条件に従って自分の考えを文章にまと
める活動を行う。
□文章の全体と部分，両方の読み取りを行う。

数学

出雲市立斐川東中学校

　記号について
　　　　○：成果
　　　　●：課題
　　　　□：これからの取組

（１）各教科の結果分析と改善策

教科 学年 課題に対する学校の改善策

○思考・判断力の正答率が高い。
○単語や文節の関係について概ね理解でき
ている。
●段落相互の関係・登場人物の心情を捉え
る力がやや不足している。
●作文の無解答や最後まで書ききっていな
いものが多かった。
●漢字や部首の意味の理解が不十分な傾向
が見られる。

□授業でも活用問題を取り扱う。自分の考えを整理
できるようにワークシートを工夫し，友だちに説明
できるようにする。また，タブレットを活用する。
□週末課題に，かっこを含む計算や文章を読んで立
式する問題，割合の問題を出し，反復練習をしてい
く。
□週末課題や定期テストに，活用問題や記述で解答
する問題を出題する。

□今後，終礼時にドリル学習を行うことで，基礎・
基本の定着をさらに図っていく。
□グループ学習，ペア学習を増やし，自分の考えを
筋道を立てて説明する場面を増やす。
□授業で，求め方をノートに書いたり，説明したり
して，求め方の手順を明確にしていく。
□証明問題では，証明の手順を確認する。
□授業や定期テストで活用問題を取り入れていく。

□語彙を増やしたり漢字の意味を理解したりするよ
うな学習活動を行う。また，学習用語の理解を確実
にするようにする。
□文法の学習事項を，読むことや書くことの学習場
面でも取り上げることで，理解を確実にしていく。
□時間内に，条件に従って作文する学習を行う。
□話し手や書き手の思いや意図を考えながら聞いた
り読んだりするような姿勢を身につけるようにす
る。

平成30年度　全国及び市学力・学習状況調査結果分析と改善策

○2・3年生とも，知識や基礎的な分野については概ね定着している。
○家庭学習を1時間程度行っている生徒の割合が高く，ほとんどの生徒が宿題をしている。
●「教科に対する関心」が低い教科もある。
●活用の分野，特に表現力に課題がある。

分析結果・課題
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教科 学年 課題に対する学校の改善策

社会

英語

３年

○活用問題で選択方式のものは，正答率が
高い。特に，光の分野の問題について正答
率が高い。
〇現象を捉える実験に意欲的に取り組む。
●思考・判断・表現に関する力が十分でな
い。
●抽象概念を理解する力が不足している。
●根拠を科学的に説明する力が十分でな
い。

□授業で発展問題や活用問題を取り上げ，個人やグ
ループで考えさせる。
□自然事象のイメージや素朴概念が崩される事象に
出会わせることで，疑問や学習意欲を喚起する。
□現象を抽象化し，解りづらいものを既知のものに
置き換え説明する。
□観察や実験では，どのような結果が予想されるか
を考えさせることで，探求的に進めさせるようにす
る。

理科

分析結果・課題

（２）市教育委員会の改善策

□教育指導監の学校訪問において，「主体的，対話的で深い学び」の視点から授業改善について指導と助言を
行う。また，「平成３０年度全国学力・学習状況調査結果分析及び改善策」で挙げられた学校の改善策（特に
「ＩＣＴの活用」等）について，指導と助言を行う。
□出雲市学力向上研修（＋１講座），授業公開，各種研修会を開催し，教員の授業力向上を図る。
□ＩＣＴ機器等の整備を推進することにより，各学校における授業改善や児童生徒の学習意欲向上を支援す
る。

２年

○リスニングの正答率は高い。特に，絵の
内容を表す英文を聞き取る問題の正答率が
高い。
●書くことが苦手であり，語形，語法の知
識や理解が不足している。
●英語で表現する力が不十分である。特
に，場面に応じて英語を書くことが苦手な
傾向が見られる。

２年

○知識・技能に関する問題の正答率が高
く，基本的な理解については概ね良好であ
る。
●記述式の問題の正答率が低い。
●活用型の問題に対して課題がある。
●既習事項を活用して考察を行う問題は正
答率が特に低かった。

□記述式の問題になれるために，自分の考えを表現
する課題を多くする。
□授業で発展問題や活用問題を取り扱い，個人やグ
ループで考えさせる。
□定期テストに発展・活用問題を入れる。

□語彙力を向上させることが特に必要であるため，
読んだり書いたりする活動を頻繁に継続して行う。
□文法的な知識を身につける取組も繰り返し継続し
て行う。
□授業の中で英語で表現する活動を継続して行うと
ともに，週末課題や各種テストにおいても，英語で
表現する問題を多く取り入れる。

□各学年，年１回以上課題学習を実施する。
□授業の導入の工夫する。
□社会的事象を取り扱った教材を活用する。
□定期試験前のワークを活用して，問題演習を実施
する。２年

○基礎的な問題の正答率が高い。
●地理的分野の地図・グラフの読みとり，
歴史的分野の時代の特色を複数の資料を使
い，考察する力がやや不十分である。
●社会的問題に関する興味，習ったことを
自分で調べ活用する力が不十分である。
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②家庭生活に関すること 【家庭生活に関すること】

○家庭生活に関する調査結果は概ね良好で，規則正しい生活を送っている生徒
の割合が高い。
○家で計画を立てて勉強している生徒の割合が高い。
○家庭学習を1時間程度行っている生徒の割合が高く，ほとんどの生徒が宿題を
している。
●「新聞をほとんど，または,全く読まない」と答えた生徒の割合は，７割を超
えている。
●通信添削，学習塾，家庭教師等の利用について肯定的に答えた生徒の割合は
50%に達していないが，地域性や家庭の事情・方針に起因している側面も大き
い。

③学校独自の取組に関すること

【学習に関すること】

○授業の中で目標が示され，授業の最後に振り返る活動が行われていると感じ
ている生徒が多い。
○毎日３０分程度読書している生徒の割合は高い。
●自分の考えを発表したり文章に書いたりすることは難しいと感じている生徒
の割合は高い。また，うまく伝わるように工夫していたと考えている生徒の割
合は低い。
●課題解決に向けて積極的かつ根気強く取り組んだり，学んだことをまとめて
発表したりして，学びを深めていこうとする力に課題がある。
●分からないことを質問する生徒が少ない。
●無解答率が高く，解答時間が十分ではなかったと感じている生徒の割合が高
い。

分　析　結　果　・　課　題

【学校独自の取組に関すること】

①３年間を通した系統的・発展的なふるさと学習の実施
②地域やコミュニティセンターでのボランティア活動の奨励

○地域の行事やボランティア活動に参加したことがある生徒の割合は高い。
○地域のことを調べたり，地域の人と関わったりする機会が多いと感じている
生徒の割合が高い。
●自分にできる地域貢献の方法などを具体的に考えたり，実践したりしようと
することに課題がある。

①学習に関すること

項　　　　　目

（３）学習状況調査の結果
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家　　　庭

教育委員会

□斐川町共通で行っている「ノーメディア週間」の取組への意識を高め，よりよい生活
習慣の確立に向けて家庭で実践する。その際，メディアやゲームなどについて子どもと
一緒に家庭のきまりを作り，それを守るように指導していく。
□自学ノート等の家庭学習の取組状況を確認し，意欲を高めるような声がけや指導を行
う。
□ニュース番組や新聞などを子どもと一緒に見て，社会や世界での出来事について話し
たり考えたりする。
□地域で起こっている問題や出来事について子どもに知らせ，さらによくするための方
策等について一緒に考える。

□表現力を伸ばすための取組や教科への関心・意欲を高めるための取組を，各学年や各
教科で具体的に設定し，検証をしながら実践する。
□授業中，話合いや発表の機会を増やすことにより，思考・判断力や表現力を伸ばして
いく。
□分からないことはその日のうちに解決することを勧める。また，授業中に質問できる
雰囲気や時間をつくる。
□生徒が，分かったつもりになったり，やったつもりになったりしていることを改善す
るために，小テストや課題の出し方を工夫し，学習内容や学習習慣の定着を図る。
□授業のめあてやねらいを示すホワイトボード活用の強化および工夫を行う。また，教
科部により授業検証を行うなど授業方法の検討を行い，わかる，楽しい授業の実践につ
なげる。
□授業等でニュースや新聞記事を取り上げることで，社会事象への関心を高める。
□ICTを活用した教育を推進し，生徒の学力向上やそれに向けた授業改善に取り組む。
□生徒の良い所を発見し，直接褒めることや学年部や校内で情報共有を行い，二重，三
重に褒められる機会をつくり，生徒の自信に繋げる。生徒同士で互いの良さを認める，
エンカウンターの実施などの充実を図る。
□家庭と連携を図りながら，望ましい生活習慣の確立に向けて取り組む。
□ボランティア活動に参加して終わりとするのではなく，それらの活動を振り返る機会
や自分たちにどのような地域貢献ができるのかを考える機会を設ける。

□調査結果について市全体の状況を分析して保護者向けリーフレットやポスターを作成
し，家庭学習や生活習慣等について学校と家庭，地域が連携して取り組めるよう支援す
る。
□教育委員会が実施する放課後学習等支援事業への参加を呼びかけ，児童生徒の家庭学
習の習慣化や学力向上についての支援を行う。
□メディア接触や情報モラルに関する教員及び保護者向けの研修会を開催し，家庭や地
域と連携して児童生徒の家庭生活の見直しを図っていく取組を支援する。

学　　　校

（４）学習状況改善への取組
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１　本校の結果の概要

２　分析結果と改善策

２年

３年

２年

３年

○「読むこと」については，県平均を上回ってお
り，特に文脈の中で，登場人物の心情を読み取る力
が高い。
○「言語事項」については，文章の中での語句や接
続詞の働きを正しく理解できている。
●昨年度（２年）の県学力調査と同様に，「話す・
聞く能力」が全体的に不足している。
●活用では，「書くこと」については正答率が低い
のが課題である。

〇数と式，図形，資料の活用の領域は全国平均を上
回った。
〇正の数・負の数，一次方程式の計算がおおむね正
確にできている。
●問題文から問われていることを正確に理解すると
ともに，与えられた資料から読み取られることがら
を説明することが弱い。
●昨年度同様，基礎・活用両方で全国平均を上回っ
ているが，市平均とはほぼ同じである。

○昨年（２年）と同様に基本的な計算は定
着しており，今年度も数や式の計算，方程
式を解くことなどで，全国平均を上回っ
た。
○図形の性質に関する問題や，グラフから
式や値を読み取る問題，資料の活用につい
ての問題についても全国平均を上回ってお
り，基本的な知識や技能は定着している。
●数学Ｂでは，数学的な技能は全国平均を
上回っているが，数学的な見方や考え方の
問題で全国平均を下回っている。

国語 □授業の中でグループによる話し合いの機会を多く
持つようにする。その際，机間指導を行い，話し方
や聞き方について授業者がアドバイスを行うように
する。
□各単元での書く活動を継続的に行う。自分の考え
を書く意見文だけではなく，文章から読み取ったこ
とをもとに考えを書く活動や，データを読み取って
意見を書く活動など，さまざまな種類の書く活動を
取り入れる。

数学

出雲市立斐川西中学校

　記号について
　　　　○：成果
　　　　●：課題
　　　　□：これからの取組

（１）各教科の結果分析と改善策

教科 学年 課題に対する学校の改善策

○古文の知識の定着が見られる。今後も古典に親し
む態度を育てたい。
〇説明文や文学作品の内容の読み取りがおおむねで
きている。
●条件を守ってわかりやすく「書くこと」に課題が
ある。
●漢字を書くことになると，誤答が多く見られる。
●昨年度の２年生（現３年生）同様に，「書くこ
と」で目標値を大きく下回っている。

□じっくりと問題文を読み，深く考える時間を取る
ようにする。
□考えたことやその過程の説明，友達の考えを聞く
時間を取る。また，それを書く時間を十分にとる。
□文章や資料から数量関係・特徴等を読み取ること
ができるように繰り返し練習をさせる。

□基本的な内容は定着しているので，公式や計算の
処理の意味なども考えて取り組むように指導する。
□複雑な問題文の読み取り方や，証明などの記述の
仕方，正しい表現の仕方などを，繰り返し練習させ
る。
□グループ学習などを取り入れ，友達の考えや数学
的な考え方の良さに気づく場面をつくる。

□自分の考えを書く活動を継続的に行う。
□指定された条件（段落や字数等）の中で，読み手
にわかりやすく書くための工夫を指導する。
□漢字や語句，文法事項の定着を図るための小テス
トを継続して行う。
□辞書を有効に活用し，語彙を増やすよう指導す
る。

平成30年度　全国及び市学力・学習状況調査結果分析と改善策

＜市学力調査＞
○数学においては，計算力の定着が見られ，全国平均正答率を上回った。
●国語・社会・理科・英語の４教科は，市及び全国平均正答率を下回った。英語は，市平均正答率が全国平均
正答率を最も上回っているが，本校の正答率は市平均正答率を大きく下回っている。国語と英語については，
昨年度と同様に，主に「書くこと」に課題が見られた。

＜全国学力調査＞
○●国語ＡＢにおいては，全国・県平均正答率と変わりなかったが，市平均正答率をわずかに下回った。
○数学Ａにおいては，全国・県平均正答率と変わりなく，市平均正答率を少し上回った。数学Ｂにおいては，
市・県・全国平均正答率を上回った。
○●理科においては，全国・県平均正答率と変わりなく，市平均正答率をわずかに下回った。

分析結果・課題
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教科 学年 課題に対する学校の改善策

社会

英語

３年

〇「知識・理解」「2分野領域」「短答式」
の問題の正答率が高い。
●「科学的領域」「関心・意欲・態度」
「技能」「記述式」の問題の正答率が低
い。
●無解答率が高い。（特に，「記述式」）

□観察・実験レポートの作成を通して，自然の事物
現象を筋道を立てて考察できるようにする。
□観察・実験操作を交代制で行い，全員が実験操作
に参加できるようにする。
□記述式の問題練習を増やす。

理科

分析結果・課題

（２）市教育委員会の改善策

□教育指導監の学校訪問において，「主体的，対話的で深い学び」の視点から授業改善について指導と助言を
行う。また，「平成３０年度全国学力・学習状況調査結果分析及び改善策」で挙げられた学校の改善策（特に
「書く力の育成」「協働的な学習」の指導方法）について，指導と助言を行う。
□出雲市学力向上研修（＋１講座），授業公開，各種研修会を開催し，教員の授業力向上を図る。
□学校司書や読書ヘルパーを配置し，各学校における学校図書館を活用した学習や読書活動の推進を支援す
る。

２年

〇昨年度は聞くことに課題が見られたが，
今年度はリスニング(内容理解)の正答率が
目標値を上回っている。
●全領域において目標値を下回っており，
特に書くことに課題が見られる。
●英作文の問題において誤答や無解答が多
い。語彙力と，語順についての理解が不十
分である。

２年

〇基礎的基本的な内容は定着している。
●問題文から何を問われているかを読み取
る力が弱く，単純なミスが多い。
●作図や計算で明らかな誤解や知識不足の
傾向がみられる。
●昨年度と同様にエネルギー領域（音や
力）で正答率が低くなる傾向がある。

□教師の説明や友達の考えを聞く姿勢の指導を行
う。
□「どうして～」「なぜ～」など科学的な思考力を
問う発問の機会を生かし，グループでの話し合いの
時間を設定して科学的知識を深め，思考力を育む場
とする。
□ICTを活用し，実際に作図する様子をモニターに
写したり，ワークシートを作成して作図・計算問題
などの演習の時間を設定する。

□自学で継続的に単語練習に取り組ませ，小テスト
や月例テストを行い，語彙力の向上を図る。
□既習事項について繰り返し確認し，語形・語法の
定着を図る。
□英作文の活動を多く取り入れ，語順についての理
解を深めさせる。特に，疑問詞を使った文の語順の
定着を図る。
□様々なテーマを設定し，既習事項を用いて，まと
まった文章で，自分の考えを英語で書く活動を増や
す。

□教師の説明や友達の考えを聞く姿勢の指導を行
う。
□記述問題に取り組む機会を多く設定し，答え合わ
せの際は必ず模範解答を書くようにする。
□資料を正確に読み取る学習をする。
□重要用語テストなどを活用し，基礎的基本的内容
の定着を図る。
□課題解決学習などの生徒が授業に主体的に取り組
める学習を取り入れ社会科に対する関心を高める。
□宿題に丁寧に取り組むよう指導する。

２年

◯基礎的基本的内容は定着している。
●活用の問題は全国平均を下回っており，
複数の資料から考える問題や，記述問題に
おいて力を伸ばす必要がある。
●社会的事象についての知識・理解の観点
は目標値を下回っている。
●地理的分野，歴史的分野ともに生活の中
でよく見聞きする内容や小学校で学習した
内容以外の内容の正答率が低くなってい
る。
●昨年度と比較すると基礎問題のポイント
が低くなっている。
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②家庭生活に関すること 【家庭生活に関すること】
＜２年生＞
〇昨年度と同様に，ほとんどの生徒が朝食・夕食をきちんと食べており，給食
も含め，三食をしっかりと食べている。
〇夕食を家の人といっしょに食べている生徒が多い。
〇学校でのきまりを守り，進んで挨拶をしている生徒が多い。
●夜は，時刻を決めて寝ている生徒は全体の約半数で，自分で時間を決めてテ
レビを見ている生徒は全体の４割程度である。
●新聞の記事を読んでいる生徒が少ない。
＜３年生＞
〇朝食を毎日食べている生徒の割合や，起床時刻が安定している生徒の割合
が，９０％を超えている。
〇「自分には，良いところがあると思う」と答えた生徒の割合が４３％で，
県・全国平均よりも高く，自己肯定感が高い。
〇「学校の規則を守っている」「いじめはどんな理由があってもいけない」と
答えている生徒の割合が県・全国平均を上回っており，規範意識が高いと考え
られる。また，「人の役に立つ人間になりたいと思う」と答えている生徒の割
合も，県・全国平均よりも高く，社会に貢献したいと考えている生徒が多い。
〇「テレビのニュース番組やインターネットのニュースをよく見る」と答えた
生徒の割合が，県・全国平均より高く，社会の動きに関心を持っている生徒が
多い。

③学校独自の取組に関すること

【学習に関すること】
＜２年生＞
○平日学校の授業以外に１日に勉強する時間は，全国平均を上回っている。
○どの教科の授業においても，「先生の話をしっかり聞いている」と答えた生
徒の割合が高い。
○●全教科において，復習をする生徒の割合は全国平均を上回っているが，英
語以外の教科においては，予習をする生徒の割合が下回っている。
●「授業でわからないところがあれば，先生に質問をしている」と答えた生徒
の割合が全体的に低い。
＜３年生＞
●「新聞をほとんど，またはまったく読まない。」と答えた生徒が６３％であ
り，昨年（６６％）に比べてあまり改善は見られなかった。
〇６６％の生徒が，「家で，自分で計画を立てて勉強をしている，どちらかと
いえばしている。」と答えており，県・全国平均を上回っている。また，「家
での自学自習において，教科書を使いながら学習している，どちらかといえば
している。」と答えた生徒は８４％にも上り，基礎基本の大切さを理解してい
る生徒が多い。
〇●「学校の授業時間以外の，１日当たりの学習時間」は１時間以上勉強する
と回答した生徒の割合は，全国平均を上回っているが，２時間以上になると，
全国平均よりも大きく下回っている。

分　析　結　果　・　課　題

【学校独自の取組に関すること】
　「課題の解決に向けて，自分で考え，自分から取り組んでいたと思う」生徒
は，全国・島根県平均を上回っており，生徒同士の協議や対話を通し，それぞ
れに思考しながら理解を深めようとしていたことが分かる。
　一方で，「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，話の組立てなどを工夫して発表していたと思うか」について
は，全国・島根県平均を下回っている。また，「話し合う活動を通して，自分
の考えを深めたり，広げたりすることができているか」については，全国平均
を上回るが，島根県平均を下回っている。
　今後，各教科等の学習においては，本質的な内容を軸としつつも，教科に共
通して必要となる問題解決力，コミュニケーション力等を高める学習指導の工
夫を図っていきたい。

①学習に関すること

項　　　　　目

（３）学習状況調査の結果
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家　　　庭

教育委員会

□「家庭学習の手引き」を子どもと一緒に確認し，家庭学習の時間を確保する。
□家庭におけるメディアの使用については，「ノーメディア週間」を活用し，起床時
間・視聴（使用）時間・学習時間などについて目標を立て，規則正しい生活リズムを整
える。
□地域と共に行う花づくりやPTA親子活動による清掃活動をテーマにした学習を通して，
外部の方との交流や働きかけをすることを継続，発展させていく。

□個の深い学びにつながる「協働的な学習」の指導方法の工夫。
　（１）「豊かな学び合いをする学習集団」づくり。
　　　　・学習の約束を徹底する。
　　　　・学校生活や授業の中での試行錯誤場面を工夫する。
　（２）「主体的に考え，表現する生徒」の育成。
　　　　①子供たちが，追究する必然性のある学習課題の設定
　　　　②「教える」「教えられる」関係を超える工夫
　　　　③協働的な学びの中で，「個」の学びを確立すること。
　
□家庭学習の手引きを毎年検討し，新入生説明会・ＰＴＡ総会等の機会に保護者へ協力
依頼をする。
・定期・習熟度テスト前に学習計画表を作成し，計画的な学習ができるよう指導に努め
 る。
・テスト前だけでなく，普段の家庭での時間の使い方についても指導していく。
 
□家庭におけるメディアの使用については，「ノーメディア週間」を設け，起床時間・
視聴（使用）時間・学習時間などの目標を立てることで意識した生活ができるようにす
る。
・保護者の協力を得，規則正しい生活リズムの確立に努めていく。
・メディア教育に視点をおいた講演会（保護者・生徒）を実施し，情報機器の使用につ
いて啓発していく。

□調査結果について市全体の状況を分析して保護者向けリーフレットやポスターを作成
し，家庭学習や生活習慣等について学校と家庭，地域が連携して取り組めるよう支援す
る。
□教育委員会が実施する放課後学習等支援事業への参加を呼びかけ，児童生徒の家庭学
習の習慣化や学力向上についての支援を行う。
□各学校が作成した「家庭学習の手引」をオロチネットで互いに閲覧できるようにし，
各学校が他校の取組を参考にしながら自校の家庭学習定着に向けて取り組めるよう支援
する。

学　　　校

（４）学習状況改善への取組
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