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第 ７ 号

４月２１日に３年生を対象に実施しました「全国学力・学習状況調査」の結果をお知らせいたします。

この結果をもとに生徒一人ひとりが充実した学校生活を過ごすことができるよう様々な場面で活用して

いきます。皆様には今後とも本校の教育活動に対し、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

① 学習について ※「ほぼ同程度」とは全国平均正答率と比較して±３ポイントの範囲内

本校の概要

国語Ａ

(知識)

□「話すこと・聞くこと」

・全国平均と同程度である。

□「書くこと」

・全国平均と同程度である。

□「読むこと」

・全国平均に比べ、上回っている。

□「伝統的な言語文化と国語の特質に

関する事項」

・全国平均と同程度である。

国語Ｂ

(活用)

□「話すこと・聞くこと」

・全国平均とほぼ同程度である。

□「書くこと」

・全国平均に比べ、上回っている。

□「読むこと」

・全国平均とほぼ同程度である。

数学Ａ

(知識)

□「数と式」

・全国平均に比べ、下回っている。

□「図形」

・全国平均とほぼ同程度である。

□「関数」

・全国平均に比べ、下回っている。

□「資料の活用」

・全国平均に比べ、下回っている。

数学Ｂ

(活用)

□「数と式」

・全国平均とほぼ同程度である。

□「図形」

・全国平均とほぼ同程度である。

□「関数」

・全国平均とほぼ同程度である。

□「資料の活用」

・全国平均に比べ、下回っている。

理科
□「物理的領域」

・全国平均とほぼ同程度である。

□「化学的領域」

・全国平均に比べ、下回っている。

□「生物的領域」

・全国平均に比べ、下回っている。

□「地学的領域」

・全国平均に比べ、下回っている。

② 生活習慣について
項目 本校３年生の結果

毎日同じ時間に起床している 「毎日している」は、5 5 . 0 ％でした。

朝食を毎日食べる 「毎日食べる」は、8 3 . 1 ％でした。

1 日のテレビ・ビデオ・ＤＶＤの視聴時間 「３時間以上」は、3 6 . 9 ％でした。

1 日のゲームする時間 「３時間以上」は、2 9 . 4 ％でした。

1 日の読書についての時間 「３０分以上」は、3 6 . 9 ％でした。

学校以外での勉強時間（平日） 「２時間以上」は、2 4 . 4 ％でした。

学校以外での勉強時間（土・日） 「２時間以上」は、3 0 . 7 ％でした。



【中学校国語】

【中学校数学】

【

【区分及び領域】

主として「知識」に関する問題（Ａ）

□ ｢話すこと・聞くこと｣

・ 全国平均と同程度である。

□ ｢書くこと｣

・ 全国平均と同程度である。

□「読むこと」

・ 全国平均を上回っている。

□「伝統的な言語文化と国語の特質

に関する事項」

・ 全国平均と同程度である。

主として「活用」に関する問題（Ｂ）

□ ｢話すこと・聞くこと｣

・ 全国平均と同程度である。

□ ｢書くこと」

・ 全国平均を上回っている。

□ ｢読むこと」

・ 全国平均と同程度である。

中
学
校

国
語

●複数の資料から適

切な情報を得て、

自分の考えを具体

的に書くこと。

●文章の構成や展開

などを踏まえ、根

拠を明確にして自

分の考えを書くこ

と。

●文脈に即して漢字

を正しく書くこ

と。

●単語の類別につい

て理解すること。

○学校図書館やインターネ

ットなどを利用しながら、

多様な情報を関連付けて

読み、自分の考えを深めた

り広げたりする指導の充

実。

○文章の展開の工夫につい

て、自分の考えの根拠を明

確にした上で、書いたり、

話し合ったりする指導の

充実。

○漢字の意味と部首との関

係や、その漢字が使われて

いる熟語を示すなどして、

漢字の読みや意味などの

基本的な事項を確認し書

くことに生かす指導の充

実。

○具体的な文章を通して単

語の類別について考え、学

習した内容が、実際に目的

や意図に応じた文章を書

くことに生きることを意

識させる指導の充実。

本校の概要 今回の調査における課題 改善の方向

【区分及び領域】

主として「知識」に関する問題（Ａ）

□ ｢数と式｣

・ 全国平均に比べ、下回って

いる。

□ ｢図形｣

・ 全国平均と同程度である。

□「関数」

・ 全国平均に比べ、下回って

いる。

□「資料の活用」

・ 全国平均に比べ、下回って

いる。

中
学
校

数
学

●数量の関係を文字

式に表すこと。

●事象を式の意味に

即して解釈し、そ

の結果を数学的な

表現を用いて説明

すること。

○関係を図に表したり、具

体的な数や言葉を使った

式を利用したりして関係

を捉え、その関係を文字

式にあらわすことができ

るようにする指導の充

実。

○日常的な事象を数学的な

解釈に基づいて考察し、

事柄が成り立つ理由を説

明できるようにする指導

の充実。

本校の概要 今回の調査における課題 改善の方向



【中学校数学】

【中学校理科】

主として｢活用」に関する問題（Ｂ）

□ ｢数と式｣

・ 全国平均と同程度である。

□ ｢図形」

・ 全国平均と同程度である。

□ ｢関数｣

・ 全国平均と同程度である。

□「資料の活用」

・ 全国平均に比べ、下回って

いる。

中
学
校

数
学

●図形に着目して

考察した結果を

基に、問題解決の

方法を図形の性

質を用いて説明

すること。

●資料の傾向を的

確に捉え、判断の

理由を数学的な

表現を用いて説

明すること。

○問題解決の方法や手順

を、根拠を明らかにして、

数学的な表現を用いて説

明するなどの活動の充

実。

○ヒストグラムや代表値を

用いて資料の傾向を捉

え、判断の理由を数学的

な表現を用いて説明でき

るようにする指導の充

実。

本校の概要 今回の調査における課題 改善の方向

□ ｢物理的領域｣

・ 全国平均に比べ、下回って

いる。

□ ｢化学的領域｣

・ 全国平均に比べ、下回って

いる。

□「生物的領域」

・ 全国平均に比べ、下回って

いる。

□「地学的領域」

・ 全国平均に比べ、下回って

いる。

中
学
校

理
科

●電流と磁界におけ

る電磁誘導を利用

した技術の仕組み

を示す場面におい

て、基礎的・基本

的な知識を活用し

て、実験の結果を

説明すること。

●身の回りの物質に

おいて、水に物質

が解ける量につい

て、観察・実験の

結果を溶解度と結

び付けて分析、解

釈すること。

●動物の生活と生物

の返還における魚

類について、背骨

のある動物として

の名称を理解する

こと。

●気象とその変化に

おける自然事象に

ついてその原因を

探るために予想を

基に検証する実験

を計画すること。

○学習したことが関係す

る科学技術について、科

学的な概念を使用して

考えたり説明したりす

ることを、単元の終わり

に設定するなど工夫し

た指導の充実。

○観察・実験の結果を基

に、比較したり関係付け

たりするなどの視点を

もって、分析、解釈する

学習場面を設定するな

どの指導の充実。

○身近な生物を扱う際、そ

の生物の特徴を他の生

物と比較したり関係付

けたりして、分類等に関

する基礎的・基本的な知

識の定着を図る指導の

充実。

○予想を確かめる実験を

計画する際、独立変数と

従属変数について整理

し、条件を制御した実験

を計画することができ

るような指導の充実。

本校の概要 今回の調査における課題 改善の方向



４月２１日に１・２年生を対象にした標準学力テスト（ＷＡＴ1年 1号：5月７日集計）を

実施いたました。結果は以下の通りです。

① 教科別結果 ※「ほぼ同程度」とは全国平均正答率と比較して±３ポイントの範囲内

１年生 ２年生

本校の概要 本校の概要

国語 全国平均と同程度である。 全国平均と同程度である。

数学 全国平均より下回っている。 全国平均と同程度である。

英語 全国平均より下回っている。

② 普段の生活
項目 １年生 ２年生

１日当たりの睡眠時間につ

いて

６９．８％が、「７時間以上」

の睡眠に心がけています。

５１．６％が、「７時間以上」

の睡眠に心がけています。

朝食を毎日食べる
９０．６％が、「毎日」食べて

います。

８９．６％が、「毎日」食べて

います。

テレビ、ビデオ、DVD を見る

時間

３７．６％が、「３時間以上」

見ています。

３２．９％が、「３時間以上」

見ています。

ゲームをする時間
２８．２％が、「３時間以上」

ゲームをしています。

２５．８％が、「３時間以上」

ゲームをしています。

読書について

３９．０％が、「月に３冊以上」

読んでおり、全国平均を上回っ

ています。

２７．１％が。「月に３冊以上」

読んでおり、全国平均を上回っ

ています。

③ 家庭学習の状況・勉強方法

④
学校以外での１日の勉強時

間について

１１．６％が、「２時間以上」

取り組んでいます。

８．５％が、「２時間程度」取

組んでいます。

毎日決まった時間に、自分で

決めた勉強をする習慣を付

けている

６５．１％が、「毎日の習慣」

を身に付けています。

４８．７％が、「毎日の習慣」

を身に付けています。

基礎的な問題や同じパター

ンの問題を繰り返し勉強し

ている

７１．１％が、「繰り返しの勉

強」を心がけています。

６６．５％が、「繰り返しの勉

強」を心がけています。

④授業・学校に対する意識

学校の授業は分かりやすい

９５．９％が、「おおむねわか

りやすい」と感じており、全国

平均を上回っています。

９０．３％が、「おおむねわか

りやすい」と感じており、全国

平均を上回っています。

学校の部活動について満足

している

８０．０％が、「おおむね満足」

しており、全国平均を上回って

います。

６７．７％が、「おおむね満足」

しています。

今、とても生き生きとした学

校生活を送っている

８６．２％が、「おおむね満足」

しています。

７９．９％が、「おおむね満足」

しており、全国平均を上回って

います。

本校ではこれらの結果をもとに、教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立する

とともに、生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てていきたいと考えてい

ます。今後とも本校の教育活動へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。


