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平成 28 年度 全国学力・学習状況調査の結果について 

 

 深冷の候、保護者の皆様には益々御健勝のこととお喜び申し上げます。日頃

より、本校の教育に対し、御理解と御協力を賜り、心より感謝申し上げます。 

 さて、４月１９日に本校の第３学年におきましても、義務教育の機会均等と

その水準の維持向上の観点から、全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・

分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図るとともに、このよう

な取組を通じて、教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立すること、学

校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てることを

目的として、全国学力・学習状況調査を実施したところです。 

 つきましては、別紙の通り、２教科に関する調査結果（国語、数学）と生活

習慣や学習環境等に関する質問紙調査結果の概要についてお知らせするととも

に、今回の調査における課題と改善の方向等についてまとめましたので、御報

告 い た し ま す 。 ま た 、 調 査 結 果 に つ き ま し て は 、 本 校 ホ ー ム ペ ー ジ

(www.hitsujigaoka-j.sapporo-c.ed.jp)において閲覧できますので、御活用く

ださい。  

 尚、標記の件についての問い合わせは、羊丘中学校(８５１－９３５２) 教頭  

遠山までお願いいたします。 
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【中学校国語】

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】 ●聞き手の立場を想定 ○スピーチや話し合いを

し，話の中心的な部分 通じて、聞き手の立場

主として「知識」に関する問題（Ａ） と付加的な部分との関 を想定した話し方がで

係に注意して話すこ きるようにする指導の

□「話すこと・聞くこと」の平均正答率 と。 充実。

・全国平均に比べ、上回っている。

●伝えたい事柄が相手に ○作文や記述練習を通じ

□「書くこと」の平均正答率 効果的に伝わるように て、効果的に相手に伝

・全国平均に比べ、上回っている。 書くこと。 える文章を書くことが

できるようにする指導

□「読むこと」の平均正答率 の充実。

・全国平均に比べ、上回っている。

●登場人物の言動の意味 ○文学的文章の読解指導

中 □「伝統的な言語文化と国語の特質に を考え，内容を理解す の充実。

学 関する事項」の平均正答率 ること。

校 ・全国平均に比べ、上回っている。

●文脈に即して漢字を正 ○小中学校で習得する漢

国 しく読むこと。 字の読み書きについ

語 て、より一層正確に理

解できるようにする指

導の充実。

●文の成分の照応につい 〇文法指導の中で、言葉

て理解すること。 の単位に関する指導の

充実。

主として「活用」に関する問題（Ｂ）

□「書くこと」の平均正答率 ●文章の構成や表現の仕 〇作文や記述練習を通じ

・全国平均に比べ、上回っている。 方について，根拠を明 て、文章構成や表現に

確にして自分の考えを ついて理解し、根拠を

□「読むことの平均正答率 具体的に書くこと。 明確にして書くことが

・全国平均に比べ、上回っている。 できるようにする指導

の充実。
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【中学校数学】

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】 ●ある基準に対して反対 ○「正の数・負の数」

の方向や性質を持つ数量 を使った表現の活用方

が正の数と負の数で表さ 法を、発表などの際に

主として「知識」に関する問題（Ａ） れることの理解 意識して利用させる。

□「数と式」の平均正答率 ●具体的な場面における ○関数関係の中で、関

・全国平均と同じ。 数量の関係を捉え、比例 係を式で表すことに習

□「図形」の平均正答率 式を作ること 熟させる。

・全国平均とほぼ同程度であるが、やや

上回っている

□「関数」の平均正答率

・全国平均に比べ、上回っている。 ●空間での「ねじれの位 ○空間図形の位置関係

□「資料の活用」の平均正答率 置」の理解 の問題をもっと取り

中 ・全国平均に比べ、上回っている。 上げる。

学

校 ●円錐の体積は、それと ○面積や体積の求め方

底面が合同で高さが等し の、基本的な考え方を

数 い円柱の体積の１／３で 再確認する。

学 あることの理解

○生徒が自分の考えを

みんなの前で説明す

主として「活用」に関する問題（Ｂ） るような論証指導の

充実。

□「数と式」の平均正答率 ●関数領域で、対応表か

・全国平均と同じ。 ら関係を読み取り、ｘの ○図形の性質や、グラ

値に対応するｙの値を求 フの特徴など、図形

□「図形」の平均正答率 める やグラフから読み取

・全国平均に比べ、上回っている。 れることと、具体的

●事象を数学的に解釈 な事象との関係や特

□「関数」の平均正答率 し、問題解決の方法を数 徴を、数学的に他の

・全国平均に比べ、上回っている。 学的に説明する 人に説明する場面の

設定。

□「資料の活用」の平均正答率 ●与えられた情報から必

・全国平均と同じ。 要な情報を選択し、数学

的に表現する



生徒質問紙調査結果
本校生徒（３年生）と全国の中学校３年生の回答結果を比較して特徴的な事項をお知らせいたします。

◎肯定的な回答が多かったもの（全国と比べプラスを一部抜粋）

質問事項 本校 [％] 全国 [％] 差 [％]

Ａ 家で、学校の授業の予習をしていますか ３９．５ ３４．２ ＋５．３

Ｂ 家で、学校の授業の復習をしていますか ５９．０ ５１．０ ＋８．０

Ｃ 家で、自分で計画を立てて勉強していますか ５３．４ ４８．４ ＋５．０

Ｄ 自分には、よいところがあると思いますか ７３．８ ６９．３ ＋４．５

Ｅ 土曜日や日曜日など学校が休みの日に、1日あたりどのくらい ２８．８ １６．６ ＋１２．２

勉 強していますか（学習塾や家庭教師を含む）

＊3時間以上と回答した生徒

Ｆ 読書は好きですか ７９．０ ６９．９ ＋９．１

○平均的な回答だったもの（全国と比べ±２以内を一部抜粋）

質問事項 本校 [％] 全国 [％] 差 [％]

Ｇ 学習塾（家庭教師を含む）で勉強していますか ５９．４ ５９．４ ０．０

Ｈ 新聞を読んでいますか １８．０ １８．３ －０．３

Ｉ 学校の規則を守っていますか ９４．９ ９４．７ ＋０．２

Ｊ いじめは、どんな理由があってもいけないことだと思いますか ９３．４ ９３．６ －０．２

●肯定的な回答が少なかったもの（全国と比べマイナスを一部抜粋）

質問事項 本校 [％] 全国 [％] 差 [％]

Ｋ 将来に夢や目標を持っていますか ６５．２ ７１．１ －５．９

Ｌ 今住んでいる地域の行事に参加していますか ２１．５ ４５．２ －２３．７

Ｍ 1，2年生のときに受けた授業の中で目標（めあて・ねらい）が ５５．９ ８４．９ －２９．０

示されていたと思いますか

Ｎ 1，2年生のときに受けた授業の最後に学習内容を振り返る活動 ４０．６ ６３．１ －２２．５

をよく行っていたと思いますか

《回答結果から》

・「家で学校の授業の予習をしていますか」「家で学校の授業の復習をしていますか」の質問に対しては、

肯定的な回答が昨年度と同じく全国平均を上回っています。御家庭での御指導もあり、家庭学習の習

慣が定着しつつあるように思われます。

・「自分には、よいところがあると思いますか」という質問には、昨年は全国平均に比べて１０％以上低

かったのですが、今年の回答では全国平均を上回っています。自己肯定感が低いことは本校だけで無く

札幌市の課題でもありますが、本校では改善してきているようです。

・いじめに関しては、9割以上の生徒が「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」

という設問に対して肯定的に答えています。この結果に満足せずにすべての生徒がいじめ根絶に自ら

取り組めるよう、「学校いじめ防止基本方針」をもとに学校としても取り組んでまいります。

・その他、「授業のはじめに目標（めあて・ねらい）が示されていたか」「授業の最後に学習内容を振り

返る活動をよく行っていたか」それぞれに対する回答は、昨年度よりは改善されてきているものの、

依然全国平均を下回っています。校内研修などで授業の内容、方法などを交流し、教員がより「わか

る・できる・楽しい授業」を実践できるよう取り組んでいきます。


