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令和３年 11 月 29 日
掛川市全国学力・学習状況調査分析委員会
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１

はじめに

令和３年度全国学力・学習状況調査は、掛川市内全小中学校を対象に行わ
れた。本調査は、文部科学省により、「全国的な義務教育の機会均等とその水
準の維持向上」を目的に平成 19 年度から実施されている。
すでに全国及び県からは本年度調査結果が示されたところであるが、本分
析委員会は、掛川市の教育及び児童生徒の状況を把握し、その成果と課題を
見極め、児童生徒の学力向上に向けた学びの環境改善に資することを目的と
して設置された。
本報告は、令和３年度の結果分析をまとめたものであり、教科ごとの改善
策を具体的に示すことで、各学校における授業改善に役立てられるよう配慮
した。また質問紙分析においては、今後の教育活動を進める上で参考となる
よう、児童（生徒）質問と学校質問とで関連のあるものを分析し、成果や課題
を確認した。
なお、本調査結果の取扱いについての配慮事項は、文部科学省による実施
要領に以下のようにある。
調査により測定できるのは学力の特定の一部分であること、学校における
教育活動の一側面であることなどを踏まえるとともに、序列化や過度な競
争が生じないようにするなど教育上の効果や影響等に十分配慮すること
が重要である。
したがって、分析委員会においても、これらのことに配慮して分析結果を
まとめた。
結果については、
市内全体の傾向をまとめたもので、全ての児童生
（「平成
31 年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領」より一部抜粋）
徒、学校に当てはまるものとは限らないが、学校教育や家庭生活の改善のた
めに活用いただければ幸いである。

２

調査の概要

(1)

調査の対象
小学校第６学年 実施児童 1,044 人
中学校第３学年 実施生徒 974 人
(2) 調査実施日
令和３年５月２７日（木）
(3) 調査の内容
ア 教科に関する調査
○国語
○算数・数学
イ 生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査
・児童生徒に対する調査
・学校に対する調査
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３

分析委員会及び分析の方針

分析委員会は、市内小中学校の校長・教頭・教諭の 13 名で組織した。小
学校部会、中学校部会の 2 部会に分かれ、教科及び質問紙ごと、以下の方針
に従って分析を行った。
(1) 各教科及び質問紙(児童生徒・学校)の結果を、全国・県の状況と比較、
分析することを通して、掛川市の教育に関する特徴や課題を整理し、考
察を加え、改善策をまとめる。
(2) かけがわ型ＧＩＧＡスクール構想を踏まえ、一人一台端末の活用や小
中一貫カリキュラムとの関連を考慮して改善策をまとめる。
(3) 各教科の状況と質問紙の内容のクロス集計から、教科の力が付いてい
るのは、どのような児童生徒かを分析する。
(4) 質問紙においては、生活習慣、学習習慣について考察をまとめる。

４

分析結果

教科に関する調査において、各教科の平均正答率を指標値で全国と比較す
ると、国語、算数・数学ともに、ほぼ同じ又は上回る結果であった。
小学校では、全国との比較では、国語、算数ともに全国の平均正答率をわ
ずかに下回った。また、県と比較すると、国語はやや下回り、算数はやや上
回った。しかし、市の正答率は小数点以下を「切り捨て」で示されているた
め、実際は差がないと考えてよいと判断する。
中学校では、全国、県との比較において、国語、数学ともに平均正答率を上
回り、学力が着実に定着していることが確認できた。
かけがわ型ＧＩＧＡスクール構想のもと、コロナ禍においても、各校におい
て学びを止めない取組を進め、市全体で授業改革に着手してきた成果が表れて
いる。
※全国・県の平均正答率を 100 とした場合の市の平均正答率の指標値

小学校

教科

中学校

国語

算数

国語

数学

全国比較
指標値

99

100

104

105

県比較
指標値

99

101

102

101

区分
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（１）調査結果の概要
【全国・県に比べて特に正答率が高かった調査問題】
問題番号

設問の概要

問題形式

本市正答率

評価の観点
１一

津田梅子の二つ業績を明確に伝えるために、【スピーチメ
モ】と【スピーチ】の練習で上野さんが話した構成の説明
として適切なものを選択する。

選択式

78.8

思考・判断・表現
３二

丸山さんの【文章の下書き】の……部を【西田さんの
話】を用いて詳しく書き直す。

記述式

59.4

思考・判断・表現
丸山さんの【文章の下書き】の中の－部イで、～～部「残
されています」の主語として適切なものを選択する。

３三
（２）
イ
知識・技能

選択式

69.4

県正答率

全国正答率

本市との差

本市との差

77.8

77.5

1.0

1.3

56.8

56.6

2.6

2.8

68.6

67.0

0.8

2.4

【本市として正答率が低かった調査問題】
教科

設問の概要

問題形式

本市正答率

問題番号 評価の観点

３三 丸山さんの【文章の下書き】の中の－部オで、～～部「すぐに」が
くわしくしている言葉として適切なものを選択する。
（２）
オ
知識・技能
２四

面ファスナーに関する【資料】を読み、面ファスナーが、
国際宇宙ステーションの中でどのように使われているのか
をまとめて書く。

選択式

記述式

37.4

28.9

思考・判断・表現
３三 丸山さんの【文章の下書き】の中の－部ウを漢字を使って
（１） 書き直す。（つみ重ね）
ウ
知識・技能

短答式

47.0

県正答率

全国正答率

本市との差

本市との差

39.9

43.6

-2.5

-6.2

30.7

29.7

-1.8

-0.8

51.4

54.4

-4.4

-7.4

総じて、平均正答率は、全国や県と、ほぼ同水準であった。短答式、記述式の問
題より、選択式の問題の正答率が高い傾向にあった。
「話すこと・聞くこと」における「目的に応じ、話の内容が明確になるようにス
ピーチの構成を考える」、「書くこと」における「目的や意図に応じて理由を明確
にしながら自分の考えが伝わるように書き表し方を工夫する」、「言葉の特徴や使
い方に関する事項」における「文の中における主語と述語の関係を捉える」の平均
正答率は、全国や県の平均値を大きく上回った。「話すこと・聞くこと」の領域は、
令和元年度と同様に正答率が高い傾向となった。普段から、ペア活動やグループ活
動における話したり聞いたりする活動を通して力が付いてきていると考えられる。
一方、正答率の低い問題は、総じて記述式の問題に多く見られた。「読むこと」
の「目的を意識して中心となる語や文を見付けて要約する」については、中心とな
る言葉を落とさずに、要約することに課題がある。
また、「言葉の特徴や使い方に関する事項」の「学年別漢字配当表に示されてい
る漢字を文の中で正しく使う」と「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」
の「文の中における修飾と被修飾との関係を捉える」については、普段から、修飾
と被修飾の関係を考えながら文を書くことや、意味を理解しながら正しく漢字を使
う意識が低いことに課題がある。
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（２）課題となった問題
ア 問題とその趣旨

目的を意識して中心となる語や文を見付けて要約する。
読むこと

２四

記述式

イ 正答例
面ファスナーはしっかりとくっつきかん単にはがせることから、物がうかぶ国際うちゅうステーションの中で、
身の回りの全ての物の固定に使われている。

ウ 誤答から考えられる課題
資料に基づいた情報を読み取り、まとめて書く力が不足しているため、以下の３点の誤答が多い。
・【資料】から言葉や文を取り上げているが、文量を考えて要約できていない。
・【資料】から言葉や文を取り上げて書いていない。
・必要な情報を見付けて要約することができていない。

ア 問題とその趣旨

学年別漢字配当表に示されている漢字を文の中で正しく使う。
文の中における修飾と被修飾との関係を捉える。

３三（１）ウ・オ

言葉の特徴や使い方に関する事項

短答式・選択式

イ 正答例
ウ 積み

オ かたづける

ウ 誤答から考えられる課題
ウは、誤答と無回答が多い。学年別漢字配当表に示されている漢字を文の中で正しく使う学習が不足している。
オは「遊び終わったら」とした回答が多い。修飾と被修飾の関係を正しく捉えることができておらず、文の構
成を理解する力が不足している。
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（３）小学校「国語」についての改善策
重点課題についての改善策
○資料に基づいた情報を正しく読み取り、まとめる力の育成
普段から、ペアやグループ活動で話したり聞いたりする活動を通
俳句の情景について考えたこととして適切なもの
選択式
84.9
79.6
79.4
を選択する
して、目的や意図に応じて自分の考えを伝える力は付いてきている
４一
読むこと
5.3
5.5
と考えられる。しかし、文の中心となる言葉を落とさずに要約した
「きつねの写真」を読み、登場人物の相互関係と
り、文章と図表から必要な情報を見つけたりすることに課題がある。
国語Ｂ 場面についての描写を捉え、【A】に当てはまる
選択式
77.6
76.5
75.9
言葉として適切なものを選択する
そこで、資料を読み中心となる文を抜き出したり、分かった事実
３一
読むこと
や自分の考えをワークシートに書いてまとめたりすることを習慣付
国語Ａ 漢字を書く（４年生のきぼう者）
81.1
77.3
80
ける必要がある。自分の考えをまとめるときには、根拠となる資料
をタブレットで収集するなどの活用も有効であると考える。
伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項
文章から情報を正しく読み取るためには、文章構成や漢字などの
基礎的な力も身に付けさせたい。そのために、文の中で、言葉の修
飾・被修飾の関係を見つける学習をしたり、修飾語を用いた短文作
りを取り入れたりする活動を日常的に行うようにしたい。漢字の学
習においては、漢字の読み方や字形に注意して繰り返し練習するこ
とにとどまらず、自分の書いた文章を自分で見直したり友達と見
合ったりする中で、漢字のもつ意味などを考えながら、正しい使い
方を習得できるようにする活動が有効であると考える。

学習指導要領との関連
○【第５学年及び第６学年】C 読むこと ア（現行学習指導要領解説P.１４６）
ア 事実と感想、意見などとの関係を叙述を基に押さえ、文章全体の構成を捉えて
要旨を把握すること。
第5学年及び第6学年においては、事実と感想、意見などとの関係を押さえた上
で、文章全体の構成を捉え、要旨を把握することに重点を置いている。
解説にもあるように、文章の各部分だけを取り上げるのではなく、全体を通し
てどのように構成されているのかを正確に捉えることが重要である。
事実と感想、意見などとの関係を押さえ、文章全体の構成を捉えることが、要
旨を把握するために有効であると考えられる。
○【第５学年及び第６学年】C 読むこと ウ（現行学習指導要領解説P.１４８）
ウ 目的に応じて、文章と図表などを結びつけるなどして必要な情報を見付けたり、
論の進め方について考えたりすること。
日常生活において、児童が触れる文章には、図表やグラフ、写真や挿絵などを
含むものも多い。文章中に用いられている図表などが、文章のどの部分と結びつ
くのかを明らかにすることによって、必要な情報を見付け、整理したり再構成し
たりすることが重要である。
〈活動例〉
ア 説明や解説などの文章を比較するなどして読み、分かったことや考えたことを
話し合ったり文章にまとめたりする活動。
ウ 学校図書館などを利用し、複数の本や新聞などを活用して、調べたり考えたり
したことを報告する活動。
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（4）かけがわ型小中一貫カリキュラムとの関連
（3）の改善策をうけ、かけがわ型小中一貫カリキュラムを生かしながら、９年間を見通した学習改善を考える
際のポイントを示す。（☆は、今年度の結果分析をもとに、特に重点としたい内容。）

掛川市の子どもに付けさせたい力
・目的や意図に応じて、必要な情報を整理し、自分の伝えたいことを的確に表現する力。
・国語で得た学び方を、他教科での学習や学校生活の中で生かす力。

重点内容
・説明的な文章において、必要な情報を読み取る場の設定
① 「筆者の主張に説得力があるのはなぜだろう。」という問いを投げかける。
② 文章に説得力をもたせるための筆者の工夫について、個人追究で読み取る。
③ 小集団追究では、思考を整理するため、個人で読み取ったものを「構成」「表現」
の２項目に分けて、分類しながらiPadやホワイトボードに書き出していく。
④ 全体追究では、小集団で挙がったものを共有したうえで、「○○を主張するのに、
なぜ、△△を例として出したのだろう。」という補助発問を投げかけ、より論理の
展開の仕方についての理解を深められるように促す。
・書いて表現する場の設定
① テーマについての発想を広げるためにウェビングマップを作成する。
② 構想メモでは、自分の主張、主張を支える理由、根拠（事実やデータ）、その他問
題提起などの表現の工夫を、付箋を使って色分けしながら書き出して、メモ用紙に
整理する。
③ 序論・本論・結論と付箋に書かれたメモをつなげて原稿用紙に下書きする。
④ 下書きを読み合う活動においては、ペアで読み手が書き手に対して質問する形で交
流をする。質問することで、書き手の意図を引き出す。（ペア活動は２回通り行う。
まず同じ立場の者同士（同質ペア）で書き手意識をもち、次に違う立場の者同士
（異質ペア）で読み手意識をもつ。）
※『かけがわ型小中一貫カリキュラム』（令和３年３月）１５頁より抜粋

分析の結果、重点課題として「資料に基づいた情報を正しく読み取り、まとめる力
の育成」が挙げられ、改善の手立てとして、資料を読み中心となる文を抜き出したり、
分かった事実や自分の考えをワークシートに書いてまとめたりすることを示した。
そこで、重点内容の「説明的な文章において、必要な情報を読み取る場の設定」を
特に意識し、以下に挙げる点に注意しながら指導を進めたい。
低学年では、『どうぶつの赤ちゃん』『たんぽぽのちえ』において、順序を考えな
がら文章の内容の大体を捉えたことを基に、文章の中の重要な語や文を考えて選び出
す。低学年のうちに、順序を表す言葉に注目すれば情報と情報の関係を掴めるという
ことをしっかりとおさえておく必要がある。中学年では、『こまを楽しむ』『思いや
りのデザイン』『ウナギのなぞを追って』において、段落相互の関係に着目しながら、
書き手の考えがどのような理由や事例によって説明されているのかを、叙述を基に捉
え、自分の考えの形成につなげていく。高学年では、『見立てる』『「鳥獣戯画」を
読む』において、理解したことに基づき、考え方をまとめることを実施したい。根拠
となる資料や情報から文章の要旨を的確につかみ、それに基づき自分の考えをまとめ
ていくことが重要である。
どの学年でも、ただ自分の考えを書くのではなく、「書き手が伝えたいことは何
か」「自分が知るべきことは何か」「図表をどのように用いるか」など、条件に沿っ
て自分の考えをまとめていくことを実施していきたい。そうすることで、中学校第１
学年の「理解したことに基づき、考えを確かなものにする」ことにつながると考える。
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（１）調査結果の概要
【全国・県に比べて特に正答率が高かった調査問題】
問題番号

設問の概要

問題形式

本市正答率

評価の観点
3四

「吾輩」が「黒」をどのように評価し、どのような接し方
をしているかや、そのような接し方をどう思うかを書く。

記述式

23.4

読む能力
４一②

４二

漢字を読む。

記述式

言語についての知識・理解・技能
「随時」の意味として適切なものを選択する。

選択式

92.1

78.7

言語についての知識・理解・技能

県正答率

全国正答率

本市との差

本市との差

19.8

20.5

3.6

2.9

89.9

88.8

2.2

3.3

75.5

74

3.2

4.7

【本市として正答率が低かった調査問題】
問題番号

２一

3一

設問の概要

問題形式

評価の観点
意見文の下書きを直した意図として適切なものを
選択する。
選択式
書く能力
「呼吸をのみこんだ」の意味として適切なものを
選択する。
選択式
読む能力

本市正答率

26.8

42.4

県正答率

全国正答率

本市との差

本市との差

25.8

24.8

1.0

2.0

45.9

43.7

ｰ3.5

-1.3

総じて、各領域の平均正答率がすべて県、全国を上回る結果となった。無回答
率も低く、学習課題に前向きに取り組む生徒の様子がうかがえる。記述式の問題
においてもその傾向は強く、諦めずに考えたり表現したりする生徒が育ってきて
いると考えられる。問題別にみると、「３四 文章に表れているものの見方や考え
方を捉え、自分の考えをもつ。」の正答率が高かった。これは、普段の授業で、
自分が捉えた作品の印象を話し合ったり、筆者の主張に対して自分の考えをもっ
たりする学習活動を継続的に行っているため、身に付いたと考えられる。また、
「４一② 文脈に即して漢字を正しく読む。」「４二 事象や行為などを表す多様
な語句について理解する。」の正答率も高かった。これは、基本的な言語につい
ての知識理解が定着していると考えられる。加えて、「１一話し合いの話題や方
向を捉える。」「１二質問の意図を捉える。」の正答率も高い。本市は生徒質問
紙「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ると思いますか」という質問に対する肯定的な回答が、県
と比較して２ポイント高かった。これは、授業者が設定した対話活動の意図を生
徒が理解し、意欲的に参加した結果だと考えられる。
一方で、「２一書いた文章を読み返し、語句や文の使い方、段落相互の関係に
注意して書く。」や「３一文脈の中における語句の意味を理解する。」の平均正
答率は低かった。誤答の傾向をみると、「２一」では、Aの推敲の意図は理解し
ているものの、Bの推敲の意図が理解できない生徒が多かった。また、「３－」
では、「④発言を我慢した」を選択した生徒が多かった。本市の生徒は、文法的
な言語知識や辞書的な言葉の意味を理解し、その知識を生かして文章を読むこと
は身に付いているが、文脈の中で語句の意味を理解したり、内容を理解したりす
る力が弱いと考えられる。

8

（２）課題となった問題
ア

問題とその趣旨

文脈の中における語句の意味を理解する。
国語

３一

選択式

読むこと

（
略
）

イ

正答

・１と解答しているもの
ウ

誤答から考えられる課題

・「④ 発言を我慢した」と解答した生徒が多かった。
・辞書的な語句の意味を知識として習得していても、文脈をふまえて語句の意味を選択しな
がら読むことが苦手である。
・問題として出題されている部分（傍線部）だけに注目してしまい、前後の流れをふまえて
言葉の意味を捉える力が弱い。
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（３）中学校「国語」についての改善策
重点課題についての改善策
○多様な語句や語彙に触れる機会を多くし、言語活動の充実を図る。
今回の調査からは、語句の辞書的な意味と文脈上の意味との関係に注意して読むこ
とが課題だと考えられる。語句の辞書的な意味を理解しても、前後の文脈に即して語
句の意味を捉えていなければ、語句の意味を的確に理解したことにならない。その語
句が文章の中で果たしている役割を考える力を付けるためには、本などを読んで新し
く出会った言葉を取り上げたり、辞書にある様々な意味から文脈上の意味を考えたり
する習慣を付けることが有効である。「かけがわ型小中一貫カリキュラム」でも読書
活動の推進について触れているように、家庭での読書時間を増やしていきたい。幅広

いジャンルの本を読むことで様々な形態の文章に触れる。その際、話や文章の中で語
句がどのように使用されているか考える習慣を付けたい。さらに、それらの語句を自
分が理解したり表現したりする時にどのように用いればよいか考えることで、語感を
磨き、語彙を豊かにすることに繋がるだろう。
また、授業においては、新出語句の意味調べを行う際に、意味の確認だけで終わら
せない工夫が必要である。例えば、その語句を使った短文を作る活動を行い、話や文
章の中で語句を使う練習をすることは、有効であると考える。

学習指導要領との関連
第２章 第１学年［知識及び技能］（１）の指導事項（現行指導要領解説P.43）
（ウ）事象や行為、心情を表す語句の量を増やすとともに、語句の辞書的な意味と文
脈上の意味との関係に注意して話や文章の中で使うことを通して、語感を磨き
語彙を豊かにすること。
第２章 第２学年［知識及び技能］（１）の指導事項（現行指導要領解説P.77）
（エ）抽象的な概念を表す語句の量を増やすとともに、類義語と対義語、同音異義語
や多義的な意味を表す語句などについて理解し、話や文章の中で使うことを通
して、語感を磨き語彙を豊かにすること。
第２章 第３学年［知識及び技能］（１）の指導事項（現行指導要領解説P.104）
（イ）理解したり表現したりするために必要な語句の量を増やし、慣用句や四字熟語
などについて理解を深め、話や文章の中で使うとともに、和語、漢語、外来語
などを使い分けることを通して、語感を磨き語彙を豊かにすること。
〈活動例〉
・語句の意味について調べたことを記録したり、その語句を使った短文を作ったり
する。
・言葉を手掛かりにしながら文学的文章を読み、場面の展開や心情の変化を捉え
る。
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（4）かけがわ型小中一貫カリキュラムとの関連
（3）の改善策をうけ、かけがわ型小中一貫カリキュラムを生かしながら、９年間を見通した学習改善を考
える際のポイントを示す。（☆は、今年度の結果分析をもとに、特に重点としたい内容。）

掛川市の子どもに付けさせたい力
・目的や意図に応じて、必要な情報を整理し、自分の伝えたいことを的確に表現する力。
・国語で得た学び方を、他教科での学習や学校生活の中で生かす力。

重点内容
・説明的な文章において、必要な情報を読み取る場の設定
① 「筆者の主張に説得力があるのはなぜだろう。」という問いを投げかける。
② 文章に説得力をもたせるための筆者の工夫について、個人追究で読み取る。
③ 小集団追究では、思考を整理するため、個人で読み取ったものを「構成」「表現」の２
項目に分けて、分類しながらiPadやホワイトボードに書き出していく。
④ 全体追究では、小集団で挙がったものを共有したうえで、「○○を主張するのに、な
ぜ、△△を例として出したのだろう。」という補助発問を投げかけ、より論理の展開の
仕方についての理解を深められるように促す。

・書いて表現する場の設定
① テーマについての発想を広げるためにウェビングマップを作成する。
② 構想メモでは、自分の主張、主張を支える理由、根拠（事実やデータ）、その他問題提
起などの表現の工夫を、付箋を使って色分けしながら書き出して、メモ用紙に整理す
る。
③ 序論・本論・結論と付箋に書かれたメモをつなげて原稿用紙に下書きする。
④ 下書きを読み合う活動においては、ペアで読み手が書き手に対して質問する形で交流を
する。質問することで、書き手の意図を引き出す。（ペア活動は２回通り行う。まず同
じ立場の者同士（同質ペア）で書き手意識をもち、次に違う立場の者同士（異質ペア）
で読み手意識をもつ。）
※『かけがわ型小中一貫カリキュラム』（令和３年３月）１５頁より抜粋

分析の結果、重点課題として「多様な語句や語彙に触れる機会を多くし、言語
活動の充実を図る」が挙げられ、改善の手立てとして、話や文章の中で語句がど
のように使用されているか考える習慣を付けたり、その語句を自分が理解し表現
する時にどのように用いればよいか考えたりすることを示した。そこで、重点内
容の「必要な情報を読み取る場の設定」を特に意識し、学習指導要領〔知識及び
技能〕（１）言葉の特徴や使い方に関する事項「語彙」の内容を丁寧に扱いた
い。各発達段階で、意味を理解している語句の数を増やすだけでなく、話や文章
の中で使いこなせる語句を増やし、語句の意味や使い方に対する認識を深めるこ
とが重要である。例えば説明的な文章においては、小学校低学年『じどう車くら
べ』『たんぽぽのちえ』で、文の繋がりや順序を捉えるための語彙、中学年『こ
まを楽しむ』『思いやりのデザイン』で、「考えと例」「全体と中心」の関係を
捉えるための語彙、高学年『笑うから楽しい』『時計の時間と心の時間』で、
「主張と事例」「原因と結果」の関係を捉える語彙を増やすことを意識して実施
したい。このように、文章に含まれている情報を取り出して整理したり、情報同
士の関係を捉えたりすることが、指導事項を系統化して学習することに繋がる。
そうすることで、中学校で扱う説明的な文章においても内容を正確に理解し、適
切に表現する力を育成することになるであろう。
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かけがわ型小中一貫カリキュラム
国語
小１

【
知
識
・
技
能
】

情
報
の
扱
い
方

情
報
と
情
報
と
の
関
係

小２

ア

「どうぶつの赤ちゃん」
問い：「ライオンの赤ちゃんとし
まうまの赤ちゃんは、どんなとこ
ろがちがうかな。」

「たんぽぽのちえ」
問い：「たんぽぽは、いつ、どん
なちえをはたらかせているか
な。」

こ
と
・
聞
く
こ 聞
と く
こ
と

「言葉で遊ぼう/こまを楽しむ/全体
と中心」
問い：「それぞれの段落を、「は
じめ」「中」「おわり」のまとま
りに分けるとしたら、どのように
なるのかな。」

「すがたを変える大豆/科学読み物
での調べ方/食べ物のひみつを教え
ます」
問い：「大豆の食べ方について、
筆者はどのようなれいのあげ方を
して説明しているかな。」

情
報
の
整
理

考構
え成
のの
形検
成討

「わけをはなそう」
問い：「「～です。」「～からで
す。」をつかっておはなしができ
たかな。」

「ことばでみちあんない」
問い：「みどりさんのあんないの
仕方で、分かりにくいところはあ
るかな。」

イ

構
考精造
え査 と
共
の・内
有
形解容
成釈把
握

「つづけよう①こえにだしてよもう/
ききたいな、ともだちのはなし/たの
しいな、ことばあそび」
問い：「こえにだしてよんだり、
ともだちのはなしをきいたりでき
たかな。」

構
成
の
検
討

「じどうしゃずかんをつくろう」
問い：「「しごと」と「つくり」
にわけて、じどうしゃカードがか
けたかな。」

考
え
記
の
述
形
成

「すきなものなあに」
問い：「じぶんのすきなものをか
けたかな。」

エ メモ、質問
中心を捉え、考えをもつ

「ともだちをさがそう」
問い：「ゆうえんちにいる友だち
をさがすには、どんなことに気を
つけて話したり聞いたりすればい
いかな。」

「もっと知りたい、友だちのこと」
問い：「知りたいことを考えて、
しつもんするためにはどんなこと
に気をつけたらいいかな。」

簡単な構成

イ

「お話のさくしゃになろう」
問い：「どんなできごとがおこる
と、読む人が楽しいお話になるで
しょうか。「はじめ」「中」「お
わり」に分けて書こう。」

共
有

オ

考
え
の
形
成

ウ

「こんなもの、見つけたよ」
問い：「メモをもとに「はじめ」
「中」「おわり」の組み立てで何
を書くか考えよう。」

「こんなもの、見つけたよ」
問い：「ともだちの文しょうを読
んで、わかりやすいなと思ったと
ころはどこかな。」

体験と結びつけて感想をもつ

「おはなしたのしいな」
問い：「先生に読んでもらいたい
本はどれかな。」

「わたしはおねえさん」
問い：「自分ならどうするか、自
分と「すみれちゃん」をくらべて
考えよう。」

「お礼の気持ちを伝えよう」
「新聞を作ろう」
問い：「気持ちが伝わる手紙はど
のように書けばよいのかな。」

考え・理由・事例の関係の明確化

「これがわたしのお気にいり」
問い：「お気に入りの作品を詳し
く紹介するためにはどんな文章を
書けばいいかな。」

オ

「世界にほこる和紙/百科事典での
調べ方
問い：「中心となる語や文を見つ
けて要約し、調べたことを書ける
かな。」

内容の明確さ

「たから島のぼうけん」
問い：「組み立てに気をつけて物
語を書くために大切なことは何か
な。」

オ

「聞き取りメモの工夫」
問い：「大事なことを落とさない
ためにどのように聞けばよいのか
な。」

内容のまとまり、段落相互の関係

「仕事のくふう、見つけたよ」
問い：「組み立てを考えて、ほう
こくする文章を書くにはどうした
らいいかな。」

自分の文章の内容や表現のよさを見つける

「ともだちのことしらせよう」
問い：「ともだちのはなしたこと
で、おもしろいところやおどろい
たところ、もっとしりたいことは
なにかな。」

「漢字辞典の使い方」
「世界にほこる和紙/百科事典での
調べ方/伝統工芸のよさを伝えよう」
問い：「中心となる語や文を見つ
けて要約し、調べたことを書くた
めにはどう書けばよいのかな。」

相手意識、理由や事例、話の中心の明確化

エ 集中
内容を捉え、感想をもつ

オ

読
む
こ
と

「思いやりのデザイン/アップとルー
ズで伝える/考えと例」
問い：「筆者の考えをとらえ、自
分の考えを発表するにはどうすれ
ばよいのかな。」

「わたしたちの学校じまん」
問い：「つたえたいことを、理由
をあげて話すにはどんなくふうを
したらいいかな。」

ウ 語と語、文と文の続き方

書
く
こ
と

考えと理由や事例、情報と情報の関係
（全体と中心）

イ 比較・分類の仕方、必要な語句の書き留め方、
引用の仕方、出典の示し方、辞書や事典の使い方

イ

【
思
考
・
判
断
・
表
現
】

小４

ア

話や文章の中で語句が

イ 行動や経験、相手意識、順序

話
す
話 こ
す と

小３

共通、相違、順序、情報と情報の関係

「もしものときにそなえよう」
問い：「考えたことを書き、読み
合うことで、どんなよいところを
見つけられたかな。」

理解したことに基づき、感想や考えをもつ

「ちいちゃんのかげおくり」
問い：「2つの「かげおくり」の間
には、どんな出来事があったか
な。」

「忘れ物/ぼくは川」
「パンフレットを読もう」
「ウナギのなぞを追って」
「初雪のふる日」
問い：「読んで感じたことやきょ
うみをもったことは、どうすれば
伝え合えるかな。」

説明的文章を
カ 感じたこと、分かったこと

共
有

「ずうっと、ずっと、大すきだよ」
問い：「ぼくは、なぜ、となりの
子にバスケットをあげたのか
な。」

カ 感じたこと、考えたこと感じ方の違いに気づく

「詩の楽しみ方を見つけよう」
「スーホの白い馬」
問い：「お話を読んで、あなたが
いちばん心をうごかされたのはど
こかな。」
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「モチモチの木」
問い：「「豆太」と「じさま」は
どんな人物かな。」

「ウナギのなぞを追って」
「初雪のふる日」
問い：「感じ方の違いや、違う理
由、違うよさに気づくことができ
たかな。」

赤字：中心となる問い
小５

小６

ア

情報と情報の関係
（原因と結果）

「見立てる/言葉の意味がわかること
/原因と結果」
問い：「文章の要旨をとらえ、自
分の考えを発表するにはどうすれ
ばよいのかな。」

「笑うから楽しい/時計の時間と心の
時間/主張と事例」
問い：「筆者の主張や意図をとら
え、自分の考えを発表するにはど
うすればよいのかな。」

令和２年作成

令和３年追記

中１

中２

中３

ア 情報と情報の関係
（原因と結果、意見と根拠）

ア 情報と情報の関係
（意見と根拠、具体と抽象）

ア 情報と情報の関係
（具体と抽象、理解を深める）

「『言葉』をもつ鳥、シジュウカラ」
問い：「筆者が行った実験や観察
によって、なぜ仮説が証明された
といえるのだろうか。」

「モアイは語る」
問い：「筆者の主張に説得力があ
るのはなぜだろうか。」
「君は『最後の晩餐』を知っている
か。」
問い：「筆者が『かっこいい。』
と思ったのはなぜだろうか。」

「作られた『物語』を超えて」
問い：「筆者がゴリラの事例を挙
げたのはなぜだろうか。」

どのように使用されているか考える
イ 情報と情報の関連付け、図による語句と語句との関係表記

「目的に応じて引用するとき」
「固有種が教えてくれること/統計資
料の読み方/グラフや表を用いて書
こう」
問い：「資料を生かした文章の効
果を考え、それを生かすにはどう
書けばよいのかな。」

「情報と情報をつなげて伝えるとき」
問い：「情報を生かした文章の効
果を考え、それを生かすにはどう
書けばよいのかな。」

イ

「根拠を示して説明しよう」
問い：「自分の考えに説得力をも
たせるためには、どのような図表
を引用すれば良いだろうか。」

エ

目的や意図に応じて、内容を捉え、比
較し考えをまとめる

「教えて、あなたのこと」
「きいて、きいて、きいてみよう」
問い：「話の意図を考えて聞き合
うにはどのように聞けばよいのか
な。」

イ

「今、私は、ぼくは」
問い：「どのように資料を使え
ば、説得力のあるスピーチになる
のかな。」

エ

目的や意図に応じて、内容を捉え、比
較し考えをまとめる

「聞いて、考えを深めよう」
問い：「話の内容をとらえて、自
分の考えをまとめるにはどのよう
に聞けばよいのかな。」

「話の構成を工夫しよう 好きなこ
とをスピーチで紹介する」
問い：「聞き手にとってわかりやすく魅
力的なスピーチにするためには、どの
ような構成の工夫が必要だろうか。」

「話題や展開を捉えて話し合おう
グループ・ディスカッションをする」
問い：「話し合いで出た意見はど
のように分類できるだろうか。」

イ

ウ

目的や意図、簡単・詳細の選択、事例と感想・意見を区別
エ 引用・図形やグラフ

オ

ウ

オ

「たのしみは」
問い：「言葉をよりすぐった短歌
とはどんな短歌なのかな。」

理解したことに基づき、考え方をまとめる

「見立てる/言葉の意味がわかること
/原因と結果」
「やなせたかしーアンパンマンの勇
気」
問い：「自分の生き方について考
えたことを伝えるには、どのよう
にまとめたらよいのかな。」

根拠の明確さ

「助言を自分の文章に生かそう 作
品の書評を書く」
問い：「自分の意図を的確に伝え
る書評にするためには、何をどの
ように改善すればよいだろう
か。」

オ

「異なる立場から考える」
問い：「自分と異なる立場の人
は、どのように考えるだろう
か。」

イ

理解したことに基づき、考えを確かな
ものにする

「笑うから楽しい/時計の時間と心の 「『不便』の価値を見つめ直す」
時間/主張と事例」
問い：「あなたは、筆者の主張に
「『鳥獣戯画』を読む/調べた情報の 賛成か反対か。」
用い方/日本文化を発信しよう」
問い：「筆者の主張に対する自分
の考えを伝えるには、どのように
まとめたらよいのかな。」

イ 立場や考えの明確化、
説得力をもつ論理の展開

エ 展開予測
内容や表現の仕方を評価
考えを広げたり深めたりする

ウ

「聞き上手になろう 質問で相手の
思いに迫る」
問い：「相手の思いや考えを引き出す
ためにはどのような質問をすればよい
だろうか。」

段落相互の関係

「構成や展開を工夫して書こう 『あ
る日の自分』の物語を書く」
問い：「場面の展開を明確にする
ためには、どのような構成の工夫
が考えられるだろうか。」

根拠の適切化、説明や具体例、
表現の効果を考えた描写

「根拠の適切さを考えて書こう 意
見文を書く」
問い：「自分の意見を明確に伝えるた
めには、どんな根拠を示せばよいだろ
うか。」

イ

オ

知識や経験と結びつけ、考えを広げた
り深めたりする

「モアイは語る」
問い：「「地球の未来」には何が
必要だろうか。」

ウ

カ 意見や感想、自分の考えを広げる

「帰り道」
「やまなし」
「メディアと人間社会」
「海の命」
問い：「作品の世界や筆者の考え
を伝え合うにはどうすればよいの
かな。」
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表現の仕方、資料の適切な引用

「多角的に分析して書こう 説得力
のある批評文を書く」
問い：「説得力のある批評文を書
くためには、どのような工夫が考
えられるだろうか。」

オ

論理の展開

「情報を読み取って文章を書こう
グラフを基に小論文を書く」
問い：「読み手が納得する小論文
にするためには、グラフのどの情
報に触れて書けばよいだろう
か。」

エ 考えを広げたり深めたりし、
人間、社会、自然について意見をもつ

「人工知能との未来」
「人間と人工知能と創造性」
問い：「「これからの時代に大切
なこと」はなんだろうか。」

読んで中心となる文を抜き出し、分かったことや自分の考えをまとめる
「たずねびと」
「想像力のスイッチを入れよう」
「大造じいさんとガン」
問い：「作品の世界や筆者の考え
に対する考えを伝え合うにはどう
すればよいのかな。」

説得力をもつ論理の展開

「論理の展開を整える」
問い：「どのように書き改めれば、読み
手に意見が伝わりやすい文章になる
だろうか。」

オ 表現の工夫と効果
自分の文章のよい点や改善点を見出す

「魅力を効果的に伝えよう 鑑賞文
を書く」
問い：「美術作品を見て、「美し
い。」「かっこいい。」といった
感動を味わったとき、その魅力を
どのように表現すればよいだろ
う。」

情報の信頼性の確かめ方

「説得力のある構成を考えよう ス
ピーチで社会に思いを届ける」
問い：「聞き手の心を動かすス
ピーチにするためにどのようなと
ころに気を付ければよいだろう
か。」

エ 論理展開
比較し考えをまとめる

根拠の明確化

「根拠を示して説明しよう 資料を
引用してレポートを書く」
問い：「説得力のあるレポートに
するためには、どんな資料を根拠
として引用すればよいだろう
か。」

構成や展開の明確さ

「日常を十七音で」
問い：「言葉をよりすぐった俳句
とはどんな俳句なのかな。」

オ

「私たちにできること」
問い：「具体的な事実や考えをも
とにした、読み手が納得する提案
文はどうやって書けばよいのか
な。」

イ

「報道文を比較して読もう」
問い：「Aの記事とBの記事にはど
のような違いがあるだろうか。」

イ 立場や考えの明確化、
根拠の適切さ、論理の展開

「魅力的な提案をしよう」
問い：「相手にアピールしたい点
が効果的に伝わるようにするため
には、どのような工夫が必要だろ
うか。」

段落の役割

「情報を整理して書こう わかりや
すく説明する」
問い：「読み手にわかりやすく伝
えるためにには、どのような構成
の工夫が考えられるだろうか。」

情報と情報の関係
（様々な表し方）

「多様な方法で情報を集めよう」
問い：「選択した職業について、
「知りたいこと」「調べたいこ
と」があるとき、どのような情報
の集め方があるだろうか。」

エ メモ、質問
内容を捉え、共通点、相違点をふまえ
考えをまとめる

筋道の通った文章

「あなたは、どう考える」
「固有種が教えてくれること/統計資
料の読み方/グラフや表を用いて書
こう」
問い：「目的が明確で、読み手が
納得する意見文はどうやって書け
ばよいのかな。」

イ

イ 考えや根拠の明確化、
中心、付加部分、事実と意見の関係

イ 話の内容の明確化、事実と感想、意見の区別

「提案しよう、言葉とわたしたち」
問い：「どうすれば説得力のある
提案ができるのかな。」

情報の整理、引用、出典の示し方
（比較、分類、関係づけ）

（１）調査結果の概要
【全国・県に比べて特に正答率が高かった調査問題】
問題番号

設問の概要

問題形式

本市正答率

評価の観点
直角三角形を組み合わせた図形の面積について分か
２（２） ることを選ぶ。
選択式
知識・技能
余りのある除法の商と余りを基に、２３個のボール
を６個ずつ箱に入れていくときに必要な箱の数を書
４（１） く。
短答式
思考・判断・表現

76.8

県正答率

全国正答率

本市との差

本市との差

72.6
4.2

85.9

84
1.9

72.5
4.3
83
2.9

【本市として正答率が低かった調査問題】
問題番号

設問の概要

問題形式

本市正答率

評価の観点
２（１）

直角三角形の面積を求める式と答えを書く。

短答式

48.6

知識・技能
１（３）

二つの速さを求める式の意味について、正しい物を選ぶ。

選択式

52.3

知識・技能
学年ごとの本の貸出冊数について、棒グラフから分
３（２） かることを選ぶ。
選択式

88.5

県正答率

全国正答率

本市との差

本市との差

50.1

55.1

-1.5

-6.5

53.4

55.8

-1.1

-3.5

90
-1.5

知識・技能
二等辺三角形を組み合わせた平行四辺形の面積の求
２（３） め方と答えを書く。
記述式
思考・判断・表現

45

90.7
-2.2

46.4

46

-1.4

-1

総じて、算数の平均正答率は県や全国とほぼ同じであった。しかし、意味理解が
不十分のため、「知識・技能」を正しく活用する問題、「思考・判断・表現」を問
う（式や言葉で説明する）問題の正答率が低い傾向にあった。
正答率が高かった３年生の「わり算」などは、生活経験を重ねていく中で、日常
の場面に当てはめて考えながら理解を確かなものにしていったと考えられる。
２(２)は、複数の図形を組み合わせた図形の面積について、量の保存性や量の加法
総じて、算数Ａ（知識）の平均正答率はわずかに全国を上回ったが、算数Ｂ（活用）に
性を基に捉え、比べることができるかをみる問題である。面積を数として捉えるの
おいては、平均正答率は全国を0.5ポイント下回った。
ではなく、量として捉えることができていると考えられる。
算数Ａでは、全般的に基本的な計算問題の平均正答率は県・全国と比べてもそれほど差
４(１)は、示された除法の結果について、日常生活の場面に即して判断し、商と余
はない。一方、除法の意味について理解しているかどうかを問う問題については、県より
りの関係を理解できたのではないかと考えられる。
も5.5ポイント、全国よりも2.5ポイントと大きく上回った。これは、基礎的・基本的な技
正答率が低かったのは、面積や速さなど、公式の意味が理解できているかを問わ
能が身に付いており、学習で得た知識が大いに発揮された結果だと考えられる。
れる問題であった。
算数Ｂでは、記述式の問題の多くが正答率５割を切っていた。中でも、複数の観点で示
２(１)は三角形の面積の求め方、１(３)は速さを求める式と商の意味について理解
された情報とグラフを関連付けた解釈や、グラフから得た情報をまとめた結論から正しく
しているかを答える問題であり、公式を単に暗記するのではなく、「底辺や高さな
選択する問題の正答率は約2割と低かった。また、日常生活の事象の解決に、複数の情報
どの言葉」や「÷２」の意味を考えたり、単位量あたりの意味を具体的な場面と結
び付けて理解させたりすることが大切だと考えられる。また、図形に関しては、１
つの図形を一面的ではなく、多面的に捉えられるようにすることが必要である。
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（２）課題となった問題
ア 問題とその趣旨
三角形の面積の求め方について理解している。

算数

イ

２（１）

短答式

B 図形

正答例

【式】 ３×４÷２
【答え】６㎠

ウ

誤答から考えられる課題

・平行四辺形の求積公式と混同してしまい、÷２を忘れている。
公式を暗記しているだけなので、時間が経つと忘れてしまい、正しく活用できないという課題が見られる。
・斜辺を底辺と見てしまい、立式を間違えている。
下にある辺＝底辺と間違った理解をしたり、三角形が傾いていると底辺や高さを正しく認識できなかった
りするという課題が見られる。

ア

問題とその趣旨

速さを求める除法の式と商の意味を理解している。
C 変化と関係
算数
１（３）

イ

選択式

正答例

【番号】１

ウ

誤答から考えられる課題

・計算から求められることが、「１分間あたりに進む道のり」というところまでは理解できているが、実生活
では、道のりを揃えて時間を計測する場面が多いため、時間を揃えて道のりを求めるイメージができない児
童が多い。速さとはどういうことなのか、正しく理解できていないという課題が見られる。
・計算から求められることが、何を意味するのか（１分間あたりなのか、１ｍあたりなのか）理解できていな
い児童もいた。場面把握が正しく理解できていないという課題が見られる。
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（３）小学校「算数」についての改善策
重点課題についての改善策
○「日常の事象」を「数学的な見方」で捉え、その解決過程を
論理的に考え、統合的・発展的に話し合える授業を設定する。
今年度も、身近な事象についての問題が多く出されており、算数は、日常の事象と
強く結び付いていることが分かる。しかし、「日常の事象」と「数の世界」との関連
付けが弱く、式が意味していることや公式などを正確に捉える力などが不十分である。
そこで、「日常の事象」を「数学的な見方」で捉え、その解決過程を論理的に考える
授業に取り組んでいきたい。立式したり問題解決したりする際、公式に当てはめたり
思い出したりすることに重点を置くのではなく、図や表を用いて立式の根拠を説明す
る場面を設定していく。そうすることで、式の意味理解や公式の確かな理解につな
がっていくと考える。また、自分の出した答えが本当に正しいのか、具体に戻って検
証することで、間違いに気付いたり確信を得たりすることにつながると考える。具体
から抽象、抽象から具体というように、児童の思考の流れを意識した指導を考えたい。
さらに、問題を解決する過程について、統合的・発展的な考え方を取り入れた対話も
十分行いながら理解を深めていきたい。
また、解決過程を論理的に考えたことや統合的・発展的に話し合って分かったこと
を、言葉で書く指導も行っていきたい。言葉で伝えたり、板書を写したりしているだ
けでは、理解が不十分な場合が多い。キーワードを押さえながら、自分なりの言葉で
まとめを書くことで、確かな理解につなげていきたい。書き慣れることで、記述式の
問題への苦手意識も少なくなると考える。
多くの児童が、「算数は大切」「算数は将来役に立つ」と考えている。日常の事象
と数の世界とを結びつけた授業を展開することで、算数の楽しさや有用性を実感させ
ていきたい。

学習指導要領との関連
○総説（２） （現行学習指導要領）
③「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の推進（Ｐ４）
オ 深い学びの鍵として「見方・考え方」を働かせることが重要になること
○目標（２）
⑤「日常の事象を数理的に捉え見通しをもち筋道を立てて考察する力、基礎的・基
本的な数量や図形の性質などを見いだし統合的・発展的に考察する力、数学的な
表現を用いて事象を簡潔・明瞭・的確に表したり目的に応じて柔軟に表したりす
る力」について
〇A数と計算（３）「A数と計算」の領域で育成を目指す資質・能力（Ｐ４７）
③式に表したり式に表されている関係を考察したりすること

解説にもあるように「数学的な見方・考え方を働かせて数学的活動を行う」こと
が重要である。数学的活動を通して、数学的に考える資質・能力を育成することを
目指したい。
＜活動例＞
・図形と式を関連づけて説明する数学的活動。
・問題解決をした後、その答えが確かなものか検証する数学的活動。
・きまりを見つけて、自分の言葉でまとめたり具体的場面に置き換えて説明したり
紹介したりする数学的活動。
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（4）かけがわ型小中一貫カリキュラムとの関連
（3）の改善策をうけ、かけがわ型小中一貫カリキュラムを生かしながら、９年間を見通した学習改
善を考える際のポイントを示す。（☆は、今年度の結果分析をもとに、特に重点としたい内容。）

掛川市の子どもに付けさせたい力
・目的に応じて数学的用語や数、文字、式、図、表、グラフ、数直線などを
用いて情報を整理し、問題解決する力。
・問題解決した過程を図や表、グラフ、数直線など様々な表現方法を用いて
他者と説明し合い、問題解決の過程を振り返って評価・改善しようとする力。
重点内容
・図や表などを活用して情報を整理したり、見通しをもったりする場の設定
・問題解決の過程を図や表、グラフなどを用いて他者に説明する場の設定
・問題解決の過程を振り返る場の設定

【問題解決の手順】
① 図や表などを使って場面把握をし、答えの見通しをたてる。
② 読み取った情報から立式するなどして問題解決する。
③ 立式したものを図や表などを用いて他者に説明する。

④ 問題解決の過程が適切であったかどうか振り返る。
※『かけがわ型小中一貫カリキュラム』（令和３年３月）23頁より抜粋

分析の結果、重点課題として『「日常の事象」と「数の世界」との関連付
けが弱く、式が意味していることや公式などを正確に捉える力などが不十
分』であることが分かった。そこで、改善の手立てとして、「日常の事象」
を「数学的な見方」で捉え、その解決過程を論理的に考える授業や、統合
的・発展的な考え方を取り入れた対話の設定を示した。
それを踏まえ、上記重点内容の「問題解決の過程を図や表、グラフなどを
用いて他者に説明する場の設定」を特に意識し、数と計算領域を中心に全て
の領域で全ての学年において指導を実施したい。低学年では、絵や半具体物
を動かしたり、かいたりしながら表現し伝え合うこと、中学年では、絵や表、
テープ図などを用いて、表現し伝え合うこと、高学年では、線分図や表、数
直線などを使って他者に説明することを繰り返し実施する。
また、５年生の単位量あたりの大きさから、公式に当てはめるだけでなく、
数直線で数量関係をつかませ、立式の理由を数直線で説明することを意識し
て実施することで、式の意味理解を深めることが期待される。そうすること
で、中学１年生の文字式を用いた式に表すことや方程式及びその解の意味に
もつながる。
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（１）調査結果の概要
【全国・県に比べて特に正答率が高かった調査問題】
問題番号

7(2)

9(1)

９(2)

設問の概要
評価の観点
与えられた表やグラフを用いて、２分をはかる
ために必要な砂の重さを求める方法を説明す
る。
数学的な見方や考え方
四角形ＡＢＣＥが平行四辺形になることを、平
行四辺形になるための条件を用いて説明する。
数学的な見方や考え方
錯角が等しくなることについて、根拠となる直
線ＦＥと直線ＢＣの関係を、記号を用いて表
す。
数量や図形などについての知識・理解

【本市として正答率が低かった調査問題】
設問の概要
問題番号

5

問題形式

記述式

記述式

短答式

問題形式

評価の観点
反復横とびの記録の中央値を求める。

短答式

本市正答率 県正答率 全国正答率
本市との差 本市との差

29.6

54.7

70.5

8(1)

８(3)

数量や図形などについての知識・理解
「日照時間が６時間以上の日は、６時間未満の
日より気温差が大きい傾向にある」と主張でき
る理由を、グラフの特徴を基に説明する。
数学的な見方や考え方

短答式

27.7

0.6

1.9

49.6

44.3

5.1

10.4

67.5

64.3

3.0

6.2

本市正答率 県正答率 全国正答率
本市との差 本市との差

82.6

数学的な技能
気温差が９℃以上１２℃未満の階級の度数を
書く。

29.0

83.1

85.3

84.5

-2.7

-1.9

83.1

83.0

0.0
記述式

12.2

0.1

12.7

11.1

-0.5

1.1

総じて、ほぼすべての領域で全国、県の平均正答率を上回るか、あるいは同程度であった。また、
無回答率においても、全国、県の値に比べて良好な数値であった。全国との比較においては、全ての
領域、評価の観点、問題形式において、平均を上回った。特に図形の領域においては、6.1％上回り、
図形や表、グラフなどから情報を読み取り、適切に使用できることがわかった。
７(2)「与えられた表やグラフを用いて、説明をする」問題では、グラフや式を求めてそれを利用す
る正答例が多く、既習事項を利用する力が身に付いていると考える。一方で、正答例の中でも「割
合」を選択する生徒が少なく、昨年度まで課題としていた割合の考え方については、「かけがわ型小
中一貫カリキュラム」等を活用し、今後も継続して指導をしていくべきだと考える。
９(1)「平行四辺形になるための条件を用いて説明する」、９(2)「記号を用いて表す」は全国、県
と比べ、特に正答率が高かった。用語や文章だけでは理解しきれないことでも、図形や表、グラフな
どから、情報を適切に理解し利用する力が強いと考える。これは、日頃からの反復練習が成果として
あらわれたと言える。昨年度までの重点課題「数学的な表現を繰り返し行うことで、用語の意味や単
元ごとの概念を確実に理解すること」を解決するための手立てが、継続して行われた成果であると考
える。
課題としては以下の２点が挙げられる。
５「中央値を求める」では、正答率が全国、県と比較をして、共に低かった唯一の問題である。無
回答は少ないものの、全ての誤答例において本市の割合の方が高かったことからも、知識の習得が不
十分であり、理解が曖昧であることがわかる。
８(3)「グラフの特徴を基に説明する」問題では、正答率は全国より高く、県より多少低くなってい
る。無回答も全国、県と比べて少ないことから、前向きに問題に取り組んでいることがわかる。一方
で誤答例では、「最大値」「最小値」「最頻値」など、一部のことに注目して説明しているものが多
く、語句の意味を理解した上で、正確に利用することに課題がある。
どちらの課題も知識・理解の観点であり、日頃から感覚的に説明するのではなく、数学的用語を適
切に使って説明することを意識させる必要があると考える。
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（２）課題となった問題
ア

問題とその趣旨

反復横とびの記録の中央値を求める。
数学

イ

５

D

短答式

資料の活用

正答

５４と解答しているもの。
ウ

誤答から考えられる課題

誤答の中で、５３又は５５と回答している割合が一番多い。データの個数が偶数の場合の中央値
についての知識が曖昧であることがわかる。次に５２の誤答が多かった。これは１０人の平均値
を出したと考える。

ア

問題とその趣旨

２つの度数分布多角形のデータを的確にとらえ、判断の理由を説明する。
数学

イ

８（３）

D

記述式

資料の活用

正答

次の(a)(b)について記述しているもの。
(a) ６時間未満の度数分布多角形よりも６時間以上の度数分布多角形の方が右側にあること。
(b) 日照時間が６時間以上の日は、６時間未満の日より気温差が大きい傾向にあること。
ウ

誤答から考えられる課題

(a)(b)の両方を記述している割合が極端に少なく、資料の活用の語句を使って説明をしようとする
が、不十分な解答が多かった。特に普段から使用する「最大値」や「最小値」などに注目して説明
をしようとする誤答例が多く、一部分のみを注視する傾向にある。全体を見て、多面的な分析を行
うことで多様な表現を引き出すとともに、適切な数学的用語を用いることができるような学習が必
要である。
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（３）中学校「数学」についての改善策
重点課題についての改善案
○日常の事象を数理的に捉え、数学的に表現・処理し、解決
した結果を振り返って統合的・発展的に考察する活動
大問８(3)の「日照時間が６時間以上の日は、６時間未満の気温差が大きい傾向
にあると主張できる理由を、グラフの特徴を基に説明する」問題では、正答率が
12.2％であったことから、本年度はグラフの特徴を基に総合的に見ながら、適切
な説明をすることに課題があると言える。具体的には、ヒストグラムや相対度数、
累積度数などを活用する機会が少なく、それらの必要性を実感できていない。旧
学習指導要領では、「ヒストグラムや代表値の必要性と意味を理解すること」と
あるが、現行の学習指導要領では、「ヒストグラムや相対度数などの必要性と意
味を理解すること」と変更している。そのため、大きさの異なる２つ以上の集団
のデータについて、その傾向を比較するために相対度数を用いながらその必要性
を実感させる機会を増やしていきたい。また、問題解決をした後に、相対度数を
用いたときと用いていないときを比較する活動を行うことで、相対度数の良さを
実感させられる。各学年における資料の活用（データの活用）の領域では、統計
的に問題解決する過程で、問題を多面的に吟味し、多様な見方・考え方ができる
ような指導を積極的に行っていくべきである。
昨年度までの重点課題にも挙げられている通り、割合の問題について苦手意識
をもっている生徒が多くいる。相対度数をはじめ、多くの分野で割合にふれさせ
ることで、慣れていくように指導していきたい。大問7(2)においても、関数関係
を見いだした生徒と、割合で解こうとした生徒とでは、割合の方が正答率が低く、
また、その解決方法を選んだ生徒も少なかった。普段の指導において、１つの解
決方法で終わらず、さらに発展的な取り組みを増やしていきたい。

現行の学習指導要領との関連
D データの活用
(1)ア (ア) ヒストグラムや相対度数などの必要性と意味を理解すること。
その他課題についての改善案

○問題解決のために「関数とみなす」活動
大問７に関しては、実生活の場面を数学的に考察する様子が設定されている。
その際、多少の誤差はあるものの、グラフで点をとったとき、原点Oから点Dま
での点が一直線上にあるとして、２分を計るために必要な砂の重さを求めた。こ
のように、二つの数量関係を一次関数とみなし、それを根拠として変化や対応の
様子を考察したり、予測したりする活動を積極的に取り入れたい。
考察する活動として、ガソリン車とハイブリッド車の費用や、携帯電話通信料
プランの比較など、実生活に結び付けながら料金として得になる場面を説明させ
ることが考えられる。これらを説明させる上で、式、表、グラフを関連付けなが
ら、一次関数を根拠として使うことの良さを実感させたい。
さらに、予測する活動として、実際に総務省から公表されている数値を使い、
過去２０年分の日本の人口の変移を提示し、その資料をもとに、２０年後の日本
の人口を予想させるという活動が考えられる。一次関数とみなせる部分を発見し
取り出すことで、自然と一次関数を利用することにつながる。実生活につなげ、
答えがない場面についても関数を利用することで解決の見通しが立ち、数学で
培った力を根拠として未来を予測できる良さを実感させたい。
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（4）かけがわ型小中一貫カリキュラムとの関連

グ

国

（3）の改善策をうけ、かけがわ型小中一貫カリキュラムを生かしながら、９年間を見通した学習
改善を考える際のポイントを示す。（☆は、今年度の結果分析をもとに、特に重点としたい内容。）

掛川市の子どもに付けさせたい力
・目的に応じて数学的用語や数、文字、式、図、表、グラフ、数直線などを用い
て情報を整理し、問題解決する力。
・問題解決した過程を図や表、グラフ、数直線など様々な表現方法を用いて他者
と説明し合い、問題解決の過程を振り返って評価・改善しようとする力。

国

読

国

国

読

国

国

重点内容
・図や表などを活用して情報を整理したり、見通しをもったりする場の設定
・問題解決の過程を図や表、グラフなどを用いて他者に説明する場の設定

・問題解決の過程を振り返る場の設定
【問題解決の手順】
① 図や表などを使って場面把握をし、答えの見通しをたてる。
② 読み取った情報から立式するなどして問題解決する。
③ 立式したものを図や表などを用いて他者に説明する。
④ 問題解決の過程が適切であったかどうか振り返る。
※『かけがわ型小中一貫カリキュラム』（令和３年３月）23頁より抜粋

分析の結果、重点課題として「割合に対する苦手意識が強い」「データの活
用分野の知識不足」が挙げられる。改善の手立てとして、かけがわ型小中一貫
カリキュラムを活用した学年・校種を横断した指導を行うとともに、他者への
説明の際には、数学的用語を積極的に活用できる指導を行うことが求められる。
そこで、上記重点内容の「図や表などを活用して情報を整理すること」を特
に意識して指導を行いたい。どの学年・校種においても、単位量の考え方が必
要な場面では、線分図を利用して学習を行うことで、児童生徒の割合への理解
が深まり、苦手意識が解消していくと考えられる。
かけがわ型小中一貫カリキュラムでは、小学校１年生から中学校３年生まで
共通して行う図や表などに情報を整理する活動に、小学校４年生からは線分図
を使って整理する活動が加わる。それによって割合の第２用法をもととした第
３用法の理解につながっていくことが示されている。そこで、中学校の方程式
や関数の分野では、その系統性を利用し、線分図を用いて割合の学習につなげ
る。こうした小中一貫した指導により、割合に対する苦手意識の解消を図りた
い。また、中学校１年生の一次方程式の授業において、小学校６年生の「デー
タの活用」の領域において学習した代表値などを用いた問題に取り組むことに
より、より多くのデータに触れることができる。このように領域や小中のつな
がりを意識した指導により、データに関する知識や活用力の向上が期待でき、
数学的用語の積極的な活用につながると考える。
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読

国

国

かけがわ型小中一貫カリキュラム
算数・数学

低学年

中学年

小１・小２

小３・小４

・100までの数
・100を超える数（120程度）

・10000までの数
・簡単な分数

・１億までの数
・小数、分数の意味、表し方

・１位数の加法とその逆の減法
・簡単な２位数の加減

・２位数の加法とその逆の減法
・簡単な３位数の加減
・乗法の意味
・九九、簡単な２位数の乗法

・整数の加減
・整数の乗法
・除法の意味、簡単な除法
・小数第一位までの加減

数
と
計
算
（
式
）

・整数（億、兆の単位）
・概数、四捨五入

・□を用いた式

・加減の相互関係

・（ ）を用いた式
・□、△を用いた式

・平面図形の抽出、構成
・立体図形の分類、構成

・角
・二等辺三角形、正三角形
・円
・球

・直線、直角
・三角形、四角形
・正方形、長方形、直角三角形
・立体図形の構成要素

・直線の平行、垂直
・平行四辺形、ひし形、台形
・立方体、直方体
・辺や面の垂直、平行
・見取図、展開図
・ものの一の表し方
・面積の単位
・長方形、正方形の面積
・回転角、角度の単位

図
形

線分図を活用して、割合の第２用法をもととした
３用法を理解する。
（例）定数（B）ーー(p倍)ー→希望者数（A）
第２用法A=B×p →第１用法p=A÷B
→第３用法B=A÷p

・長さ、面積、体積の概念
・測定の基礎
・時刻の概念
・時計の読み方

・長さの単位（mm、cm、m）
・かさの単位（ｍL、dL、L）

・長さの単位（km）
・重さの単位（g、kg、t）
・単位の関係（長さ、重さ、かさ）

・時間の単位

・時間の単位（秒）
・時間と時刻の求め方

・簡単な割合
・伴って変わる２つの数量の関係

測
定
（
関
数
）

・絵や図を用いた数量の表現

デ
ー
タ
の
活
用

・表や棒グラフ
・データの分類整理

・簡単な表、グラフ

・二次元の表、折れ線グラフ
・複合グラフ

データを並び替えるなどの整理を行い、グラフ
ようにするために、各領域において、データを
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…数量関係
令和２年作成

高学年
小５・小６

中１
・正負の数の必要性と意味
・正負の数の四則・正負の数の利用

・偶数と奇数、倍数と約数
・分数と小数、整数の関係
・分数の乗除
・小数の乗除
・異分母分数の加減

令和３年追記

中学校

・文字を用いた式

・文字の必要性と意味
・文字式の表し方 ・一次式の加減
・文字式を用いた式に表すこと
・方程式及びその解の意味

中２
・簡単な正式の加減及び単項式の乗除
・文字式の読み取り
・文字式による説明
・目的に応じた式の変形
・二元一次方程式とその解の意味
・連立方程式のその解の意味
・連立方程式の解き方

中３
・単項式と多項式の乗除
・簡単な式の展開や因数分解
・平方根の必要性と意味（近似値）
・平方根を含む式の計算
・平方根の利用
・二次方程式の必要性とその意味
・二次方程式の解の意味
・二次方程式を解く

・整数の除法 ・小数を用いた倍
・小数の加減 ・乗除
・同分母分数の加減

・多角形、正多角形
・合同な図形
・円周率
・三角形、四角形などの内角の和
・角柱、円柱

・拡大図、縮図
・線対称、点対称
・概形の面積
・円の面積

・基本的な作図の方法
・図形の移動

・平行線や角の性質
・多角形の角の性質

・平面図形の相似 ・三角形の相似条
件

・直線や平面の位置関係
（見取図、展開図、投影図）

・平面図形の合同と三角形の合同条件
・証明の必要性と意味、方法

・円周角の性質
・三平方の定理

・三角形、平行四辺形、
ひし形、台形の面積
・体積、容積の概念
・体積の単位
・直方体、立方体ｎ体積

・簡単な比例の関係
・単位量あたりの大きさ
・速さ
・割合、百分率、歩合

・平均
・帯グラフ、円グラフ

・比例、反比例
・比、比の値

・代表値
・度数分布表、柱状グラフ
・ドットプロット
・起こりうる場合の数

・関数関係の意味 ・比例、反比例
・座標の意味
・比例、反比例の票、式、グラフ

・ヒストグラムや相対度数
・データの整理
・統計的確率

や図、表にまとめ、視覚的に理解できる
用いた問題を行う。
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・一次関数
・二元一次方程式と関数

・確率の必要性と意味、求め方
・四分位数や箱ひげ図の必要性と意味
・箱ひげ図の表し方

・事象と２乗に比例する関数
・いろいろな事象と関数

・標本調査の必要性と意味
・無作為に取り出した標本の整理

（１）調査結果の概要
【全国・県に比べて特に肯定的な回答が多かった調査項目とその回答率】
本市回答率

調査項目

県回答率

全国回答率

本市との差

本市との差

79.3
1.4
69.1
3.6
68.8
4.6
74.6
2.8
66.7
17.5
38.1
16.3
77.6
3.6

76.9
3.8
70.9
1.8
70.3
3.1
74.0
3.4
58.1
26.1
39.0
15.4
78.3
2.9

80.7

自分には、よいところがあると思いますか。

難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦していますか。
自分の思っていることや感じていることをきちんと言葉で表すこと
ができますか。

72.7
73.4
77.4

家で自分で計画を立てて勉強をしていますか。

84.2

今住んでいる地域の行事に参加していますか。
学校で、コンピュータなどのICT機器を、他の友達と意見を交換した
り、調べたりするために、どの程度使用していますか。※右の数値
は週1回以上の割合を示す。
学習した内容について、分かった点や、よく分からなかった点を見
直し、次の学習につなげることができていますか。

54.4
81.2

【全国・県に比べて特に肯定的な回答が少なかった調査項目とその回答率】
本市回答率

調査項目
土曜日や日曜日など学校が休みの日に、１日当たりどれくらいの時
間、勉強をしますか。（学習塾で勉強している時間や家庭教師の先
生に教わっている時間、インターネットを活用して学ぶ時間も含
む）※右の数値は１時間以上の割合を示す

46.4
12.3

新聞を読んでいますか。

県回答率

全国回答率

本市との差

本市との差

58.4

61.0

-12.0

-14.6

13.8
-1.5

14.8
-2.5

本市は、全国・県と比較して「自分には、よいところがあると思う」「難しい
ことでも、失敗を恐れないで挑戦している」「自分の思っていることや感じてい
ることをきちんと言葉で表すことができる」と回答している児童の割合が高かっ
た。子どもたちは、自分のよさを実感し、難しいと感じることに進んでチャレン
ジしたり、自分の思いをきちんと表現したりするなど、前向きに生活しているこ
とが分かる。「学習した内容について、分かった点やよく分からなかった点を見
直し、次の学習につなげることができる」と回答している児童の割合も高かった。
自分の学習を振り返る活動を通して、次の学習への意欲をもつこともできている
と考えられる。
また、「学校で、コンピュータなどのＩＣＴ機器を、他の友達と意見を交換し
たり、調べたりするために、週１回以上使用している」の回答も、全国・県と比
較して肯定的な回答が多かった。これは、本市の教員が、昨年度末に導入された
一人一台端末を、積極的に対話や調べ学習に活用している成果だと考えられる。
一方で、「土曜日や日曜日など学校が休みの日に、１日当たり１時間以上、勉
強をしている」と回答している児童の割合は、全国・県と比較して低かった。
「家で自分で計画を立てて勉強をしている」と回答している児童は多いが、土・
日は地域の行事やスポーツ活動に積極的に参加しているためか、実際の学習時間
はそれほど多くないことが分かる。
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（２）クロス集計の結果
質問紙調査結果と教科に関する調査結果との相関関係を分析したクロス集計結果では、以
下の質問に肯定的に回答している児童は、肯定的に回答していない児童に比べ、国語及び算
数の平均正答率が高い傾向にあった。
調査項目

国語の正答率 算数の正答率

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。

当てはまる
行っていない
差

５年生までに受けた授業で、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ましたか。

発表していた
機会はなかった
差
当てはまる

人の役に立つ人間になりたいと思いますか。

当てはまらない
差

国語の授業では、目的に応じて文章を読み、感想や考えを
もったり、自分の考えを広げたりしていますか。

当てはまる
当てはまらない
差

５年生までに受けた授業では、課題の解決に向けて、自分
で考え、自分から取り組んでいましたか。

当てはまる
当てはまらない
差

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
るようにしていますか。

そうしている
そうしていない
差

５年生までに受けた授業で、学級の友達との間で話し合う
活動では、話し合う内容を理解して、相手の考えを最後ま
で聞き、友達の考え（自分と同じところや違うところ）を
受け止めて自分の考えをしっかり伝えていましたか。

伝えていた
伝えていなかった
差

役に立つと思う
学習の中でコンピュータなどのICT機器を使うのは勉強の役
役に立たないと思う
に立つと思いますか。
差
当てはまる
自分と違う意見について考えるのは楽しいと思いますか。

当てはまらない
差

国語の授業では、目的に応じて、自分の考えを話したり必
要に応じて質問したりしていますか。

当てはまる
当てはまらない
差

69.3
42.9
26.4
69.8
47.1
22.7
65.1
42.9
22.2
70.5
43.1
27.4
69.5
46.0
23.5
68.4
47.2
21.2
69.9
45.6
24.3
65.2
42.9
22.3
70.3
47.4
22.9
71.0
48.7
22.3

75.3
37.5
37.8
77.2
45.0
32.2
71.4
42.2
29.2
75.4
52.1
23.3
76.0
49.7
26.3
76.2
47.8
28.4
75.8
53.0
22.8
71.1
46.4
24.7
77.0
54.8
22.2
75.8
56.0
19.8

質問紙調査結果と教科に関する調査結果との相関関係を分析したクロス集計の結果から、学習
習慣や授業への取組のキーワードとして、「話し合う」「発表する」「伝える」「質問する」な
どの言葉で表現すること、「自分で」「自分から」などの主体的に取り組むこと、「考えを深め
る」「考えを広げる」などの自分の考えを深め広げることに関する質問に、肯定的な回答をして
いる児童の国語及び算数の平均正答率が高かった。学習に主体的に取り組み、自分の考えを進ん
で表現することで、学力が身に付いていくのではないかと考えられる。また、自分の考えに固執
せず、もっと知りたいことを質問するなど、考えをよりよいものに深めたり広げたりすること、
つまり、主体的・対話的な学びを充実させることが学力向上につながると考えられる。
また、生活習慣については、「朝食を毎日食べていますか。」「毎日、同じくらいの時刻に寝
ていますか。」「自分には、よいところがあると思いますか。」「人の役に立つ人間になりたい
と思いますか。」などの質問に対して、肯定的に回答している児童（ほぼしているも含む）は、
国語及び算数の平均正答率が高い傾向にあった。自己有用感を感じることができるような指導や
規則正しい生活習慣が、学力向上に影響を与えていると考えられる。
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（３）改善策
児童の授業への取組や学習習慣は概ね良好と考えられる。また、児童を指導し
てきた教員の取組も、ＩＣＴ機器の積極的な活用や学習を振り返る場の設定など、
高く評価できる。今後さらなる学力の向上を目指すために、以下のことを意識し
て授業改善を図りたい。

○自ら学びに向かう姿勢を育てる
調査結果から、自分で考えたり、自分から進んで取り組んだりするなど、学習
に主体的に取り組むことで確かな学力が身に付くと考えられる。そこで、自ら学
びに向かう姿勢を育てるため、以下のことを心掛けたい。
・児童が自ら問題を見出す学習を取り入れ、「考えたい」「やってみたい」
「調べたい」といった学習意欲を引き出す。
・実生活と関連づけた内容を扱うなど、児童が必要感をもてる問いを生み出
せるように工夫する。
・地域の人材や教材を授業に取り入れ、本物に触れる機会を設定し、知的好
奇心を高める。
・習得した知識・技能を活用する場を設定し、何ができるようになったかを
実感させる。
・自らの学習への取組を振り返り、改善・調整していく場を設定する。
・学習を振り返る中で、新たに生まれた課題を取り上げたり、価値
付けたりする。

○対話的な学習を充実させる
調査結果から、自らの考えを広げたり、深めたりする学習に取り組む
ことが学力向上につながると考えられる。そこで、対話的な学習をより
一層充実させ、学びを深めていく。そのために、以下のことを心掛けた
い。
・付けたい力を明確にし、その実現に向けて、教師と児童、児童同士
での対話を意図をもって位置付け、考えを広げ深める機会を設定す
る。
・一人一台端末の良さを活用して、情報の収集や共有、考えを伝えた
り深めたりする活動を取り入れる。
・先哲の考え方を手がかりに考えることを取り入れる。掛川市の副読
本(「私たちの平和と未来」など）を活用し、先人の知恵に学ぶ機
会をもち、視野を広げる。
・課題を解決する際、知識を相互に関連付ける、情報を精査して考え
を形成するなどの思考ができるように指導する。
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（１）調査結果概要
【特に肯定的な回答が多かった調査項目】
本市回答率

質問
番号

調査項目

70

教職員間の連携でコンピュータやＩＣＴ機器を利用した取組
をどの程度行っていますか。

73

教職員と家庭の連携でコンピュータやＩＣＴ機器を利用した
取組をどの程度行っていますか。

24

児童自ら学級やグループで課題を設定し、その解決に向けて
話し合い、まとめ、表現するなどの学習活動を学ぶ校内研修
を行っていますか。

90.9

20

指導計画の作成に当たっては教育内容と教育活動に必要な人
的・物的資源等を、地域等の外部の資源を含めて活用しなが
ら効果的に組み合わせていますか。

100

19

児童の姿や地域の現状等に関する調査や各種データに基づき
教育課程を編成し、実施し、評価して改善を図る一連のＰＤ
ＣＡサイクルを確立していますか。

100

95.5

県回答率

全国回答率

本市との差

本市との差

87.6
7.9

54.6

46.6

78.1
17.4
39.6

8.0

15.0

85.8

82.4

5.1
94.0
6.0
98.6
1.4

8.5
94.2
5.8
93.7
6.3

【特に肯定的な回答が少なかった調査項目】
本市回答率

質問
番号

調査項目

66

前年度に教員が大型提示装置(プロジェクター、電子黒板な
ど）などのＩＣＴ機器を利用した授業を１クラス当たりどの
程度行いました。

56

調査対象学年児童に対する算数の指導として、前年度まで
に、発展的な学習の指導を行いましたか。

67

教員は、学習履歴(スタディ・ログ）をはじめとした様々な
教育データを児童の状況に応じた指導に活用していますか。

8

調査対象学年児童に対して、前年度までに、将来就きたい仕
事や夢について考えさせる指導をしましたか。

38

調査対象学年児童に対して、前年度までに、知識を相互に関
連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを形成し
たり、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基
に創造させたりすることに向かう過程を重視した学習を計画
的に取り入れましたか。

63.7

県回答率

全国回答率

本市との差

本市との差

84.4
-20.7

40.9

55.2
-14.3

22.7

38
-15.3

68.2

79.4
-11.2

59.1

72.7
-13.6

86.6
-22.9
67.1
-26.2
43.9
-21.2
85.3
-17.1
73.1
-14.0

本市は、職員間や、職員と家庭との連絡において、コンピュータやＩＣＴ機器を活用した
取り組みを積極的に行っている。また、教育活動に人的・物的資材を計画的に取り入れてい
る。児童自ら学級やグループで課題を設定し、その解決に向けて話し合い、まとめ、表現す
るなどの学習活動を学ぶ校内研修にも意欲的に取り組んでいる。教育課程におけるＰＤＣＡ
サイクルも確立している。
しかし、コンピュータやＩＣＴ機器の活用も、授業における学習履歴(スタディ・ログ）な
どの教育データの活用や、大型提示装置（プロジェクター、電子黒板など）の活用までに
至っておらず、本年度から本格始動したかけがわ型ＧＩＧＡスクール構想を推進する中で、
一層、一人一台端末を活用していくことへの期待が高まる。また、算数科においては、基礎
基本の定着に力を注ぎ、発展的な学習まで至らなかったと考えられる。
「知識を相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを形成したり、問題
を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造させたりすることに向かう過程を重
視した学習を計画的に取り入れたか」については、コロナ禍の中で、計画通りに行かなかっ
たと考えられる。
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（２）児童質問紙と学校質問紙結果の比較
児童質問紙
令和３年度：あなたは学校でコンピュータなどのＩＣＴ機器を、他の友達と意見を
交換したり調べたりするためにどの程度使用していますか。
５年生まで：５年生までに受けた授業で、コンピュータなどのＩＣＴ機器をどの程度
使用しましたか。

令和３年度

５年生まで

0%

10%

20%

30%
ほぼ毎日

40%
週１回以上

50%
月１回以上

60%

70%

80%

90%

100%

月１回未満

学校質問紙
令和３年度：あなたの学校では、次のようなコンピュータなどのＩＣＴ機器を活用した
取組をどの程度行っていますか。
前 年 度：前年度に、教員が大型提示装置（プロジェクター、電子黒板など）の
ＩＣＴ機器を利用した授業をどの程度行いましたか。

令和３年度

前年度に

0%

10%
活用している

20%

30%

40%

どちらかと言えば活用している

50%

60%

あまり活用していない

70%

80%

90%

100%

全く活用していない

児童質問紙において「５年生までに受けた授業で、コンピュータなどのＩＣＴ機器
をどの程度使用しましたか。」と「あなたは学校でコンピュータなどのＩＣＴ機器
を、他の友達と意見を交換したり調べたりするためにどの程度使用していますか。」
とを比較すると、週１回以上使用した割合が、３６．６％から５４．４％に増加し
た。
また、学校質問紙においては、「前年度に、教員が大型提示装置（プロジェク
ター、電子黒板など）のＩＣＴ機器を利用した授業をどの程度行いましたか。」につ
いて、週１回以上使用した割合が６３．７％であった。それに対して、「あなたの学
校では、次のようなコンピュータなどのＩＣＴ機器を活用した取組をどの程度行って
いますか。⑤児童が一人で活用する場面」を比較すると、「行った・活用した」「ど
ちらかというと行った・活用した」割合が、９６．４％と大変高い割合を示した。
これはまさにかけがわ型ＧＩＧＡスクール構想による一人一台端末の積極的な活用
の結果であり、学校と行政が一丸となって取り組んでいる成果である。
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（３）改善策
○重点課題について

○授業改善への意識を高める。
本年度の調査から、教職員間や教職員と家庭の連携の場面で、コン
ピュータやＩＣＴ機器を利用した取組が行われている一方で、大型提示装
置等のＩＣＴ機器を利用した授業があまり行われていなかったという課題
が浮かんだ。また、学習履歴（スタディ・ログ）をはじめとした様々な教
育データの活用においても県や全国より低い結果となった。本年度のＩＣ
Ｔ機器の活用を問うた質問では、飛躍的に活用率が高い結果となった。確
かな学力を身につけるために、今後もかけがわ型GIGAスクール構想の下、
学校と行政が一丸となり、一人一台端末のさらなる有効活用方法を研修す
る必要がある。
また、クロス集計のキーワード「自分の考え」「主体性」「話し合い」
「発表」など、新学習指導要領が目指している『主体的・対話的で深い学
び』が確かな学力を付ける学び方であることも再確認できた。
一方、「発展的な学習の指導を行ったか」については、肯定的な回答が
少なかった。授業改善への意識は整ってきているものの、習得した知識・
技能を活用させるような発展的な学習指導などは、不十分であると考える。
今後、更なる授業改善をめざして、以下の点に留意していきたい。
(1)単元あるいは１時間の授業の中で、「付けたい力」を明確にする。
(2)単元を通して「基礎的な知識・技能を習得させる授業」と「習得した
知識・技能を活用させるような発展的な授業」とをバランスよく取り
入れる。
(3)子どもたちが、目的や意図に応じて、主体的に学習に取り組むことが
できる言語活動を設定する。
(4)実生活と関連付けた内容や発展的な内容、補充的な内容を、計画的かつ
積極的に取り入れる。
(5)授業の狙いを達成するために、ＩＣＴ機器を効果的に活用する。
○その他の課題について
○キャリア教育の推進
令和元年度に低かった「将来就きたい仕事や夢について考えさせる指導を行った
か」については、令和３年度では少し改善したものの、静岡県や全国と比較し相変わ
らず肯定的な回答率が低かった。今後も、生活科や社会科で学ぶ地域で働いている
人々の様子を「将来の仕事」という視点で見たり、総合的な学習で出会った人々を
「将来の夢」という視点で考えさせたりなど、継続
「将来の夢」
して教師が意識して指導する必要があると思われる。
掛川市を０としたときの差
また、「キャリアパスポート」を有効活用し、
30
低学年のうちから現在の自分を見つめることで、
20
10
自分自身のよさや目標をもつことでき、それが
0
「学びを人生や社会に生かそうとする力」へと
令和元年度
令和３年度
つながっていくと考える。
静岡県
全国
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（1）調査結果の概要
【特に肯定的な回答が多かった調査問題】
本市回答率

調査問題
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。

97.7
96.9

人の役に立つ人間になりたいと思いますか。

95.3

朝食を毎日食べていますか。

95.1

友達と協力するのは楽しいと思いますか。
学習の中でコンピュータなどのICT機器を使うのは勉強に役立つと
思いますか。
学級の生徒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。

94.7
87.6
85.5

今住んでいる地域の行事に参加していますか。

81.9

自分には、よいところがあると思いますか。

県回答率
本市との差

96.0
1.7
95.6
1.3
93.4
1.9
93.4
1.7
93.9
0.8
79.8
7.8
64.4
21.1
78.9
3.0

全国回答率
本市との差

95.9
1.8
95
1.9
92.8
2.5
93.3
1.8
93.2
1.5
77.8
9.8
43.7
41.8
76.2
5.7

【特に肯定的な回答が少なかった調査問題】
本市回答率

調査問題

63.1

家で自分で計画を立てて勉強をしていますか。
（学校の授業の予習や復習を含む）

78.1

毎日、同じくらいの時刻に寝ていますか。
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、話の組み立てなどを工
夫して発表していましたか。

63.2

県回答率
本市との差

62
1.1
78.9
-0.8
59.8
3.4

全国回答率
本市との差

63.5
-0.4
79.9
-1.8
62.0
1.2

生活習慣について、掛川市の中学生の特徴が結果として表れている項目が二つあ
る。一つ目は「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。」
「友達と協力するのは楽しいと思いますか。」「人の役に立つ人間になりたいです
か。」など、善悪の判断を問う項目やよりよい社会生活の充実に関わる項目で、肯
定的な回答が９５％を超えている。二つ目は「自分にはよいところがある」の自己
肯定感を問う項目で、これらも肯定的回答が８０％を超えている。これは掛川市の
傾向として、ここ数年続いている。
授業について、「学級の生徒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。」の項目は、子どもが将来社会で必要
となる資質・能力に関するもので肯定的回答が８７％を超えている。また、「ICT機
器を使用することは勉強に役立つと思う。」の項目も９４．７％を超えている。
一方、「家で自分で計画を立てて勉強していますか。」については、肯定的回答
が６３．１％、「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、話の組み立てなどを工夫して発
表していましたか。」の項目が、６３．２％となっている。また、「毎日、同じく
らいの時刻に寝ていますか。」については、県と全国に比べて低い結果となった。
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（2）クロス集計の結果
ア

相関関係が顕著に認められた項目について

肯定的な回答をした生徒が、国語、数学において、その正答率との相関関係が顕著に
認められる項目は三つあった。
一つ目は「自分には、よいところがあると思いますか。」である。子どもの自己肯定
感が高い生徒ほど、正答率が高い。乳幼児期からの家庭での愛情あるかかわりによって
生まれる「自分は大事にされている」という安心感をもち生活できていることが伺える。
二つ目は「自分の思っていることや感じていことをきちんと言葉で表すことができま
すか。」であった。国語、数学共に、肯定的な回答をした生徒が正答率も高くなってい
る。思考したこと等を言語化することは、思考力・判断力・表現力を高めることにつな
がると考える。
三つ目は「今住んでいる地域の行事に参加していますか。」である。本市の地域総ぐ
るみで子どもを育てる意識が浸透し、子どもたちも地域の人とのあたたかな関係やかか
わることのよさを知り、積極的に地域の行事に参加していると考える。

イ

学習習慣について

「家で、自分で計画を立てて勉強をしていますか。」では、肯定的な回答をしている
生徒ほど正答率が高い傾向にある。授業の内容を家庭でじっくり復習することで、学習
の理解につながっていく。しかし、学校から出された宿題を行うだけでは、これからの
社会を生き抜く子ども達にとって必要となる、学ぶ意欲や、自分で課題を見つけ、自ら
行動する等の資質・能力を身に付けていくことにつながっていかない。また、「新聞を
読んでいますか。」では、国語、数学共に正答率が高い傾向にある。新聞を読むことで、
読解力が身に付くと同時に、ものごとに興味をもつきっかけとなるため、各教科の課題
解決に必要な、探究心を養うことができるのではないかと考えられる。新聞を活用し、
必要な情報を取捨選択しながら収集していく経験を通して、広い視野に立ったものの見
方や考え方ができる子どもの育成を図ると共に、自ら学び進めていく子どもを育成して
いくことが大切と言える。

ウ

授業について

「１、２年生のときに受けた授業では、課題の解決に向けて、自分で考え、自分から
取り組んでいましたか。」では、肯定的な回答をしていた生徒ほど正答率が高い傾向が
みられる。これは、新学習指導要領の「主体的・対話的で深い学び」の授業改善の視点
をもち授業実践してきた結果だと言える。しかし、「自分でやると決めたことは、やり
遂げるようにしていますか。」「難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦しています
か。」の学びに向かう力に関わる内容については、課題が見られる。
また、「学習した内容について、分かった点や、よくわからなかった点を見直し、次
の学習につなげることができていますか。」「総合的な学習の時間では、自分で課題を
立てて情報を集め整理して、調べたことを発表するなどの学習に取り組んでいます
か。」で、肯定的な回答をしている生徒ほど、国語、数学共に正答率が高い。これは、
各教科や総合的な学習の時間において、問題解決型の授業や探究型の学習を行ってきた
ことによるものと考えられる。総合的な学習の時間で学んだことは、実社会での問題解
決の場で活用できる力であるという認識をもっていることや、実際にこれらの力を使っ
て問題を解決したという経験が学力につながっているということが分かる。
このような結果から、子どもが受け身となる授業から、子ども自らが学習の目的や目
標、見通しをもち、追究していく授業や、学習した内容が人生や社会、生活と結び付き、
学ぶ意欲を高めるような授業への転換を図っていく必要がある。
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（3）改善策

効果

○未来を切り拓く３つの創る力を育む授業づくり
生徒質問紙では、「学習の中でコンピュータなどのICT機器を使うのは勉強に役立つ
と思いますか。」において、肯定的な回答が非常に高く、生徒もその有効性を感じてい
る。令和３年１月中央教育審議会答申「令和の日本型学校教育の構築を目指して」にお
いて、子どもたちが確かな学力を身に付けるためには、これまでの教育実践で得た成果
と本年度より本格実施された一人一台端末の最先端のＩＣＴを融合し、「探究」や「創
造」のツールとして活用しながら、教育活動全体を通して社会を生き抜く資質・能力を
着実に育成していく必要があるとしている。
教師の指示や説明に沿って授業が展開するのではなく、個別最適化された学習形態の
中で、子どもたち一人一人が、自分にとって必要な学びは何かを考えて自己決定し、自
己調整する経験をしていくことが不可欠となっていく。そのために、単元等のまとまり
の中で、知識や技能を習得することに加え、それらを組み合わせ活用しながら、他者と
協働・対話し、課題の解決を図ったり新たな価値を創造したりしていく授業を構想する。
単元や単元同士のつながりから、子どもの考えや思いを引き出す発問、発問から生まれ
る思考の流れ、効果的な資料や提示、ｉＰａｄ等のＩＣＴの活用、付けたい力を身に付
けるための対話のもたせ方など、子どもの学びの姿をイメージして授業づくりをしてい
くことが、授業改善につながっていく。

○子どもの学びを支える環境づくり～主体的な家庭学習のために～
本市の生徒は、指示されたことや行うべき役割等については、素直に従い、きちんと
行うことができる。宿題についても同様で、多くの生徒が毎日欠かさず提出できる状態
にある。しかし「家で自分で計画を立てて勉強していますか。」について、課題がある。
本来、宿題が生徒のためにあるものであるなら、生徒100人に対して100通りの宿題
があるべきである。例えば、「わからない問題を１題探し、解けるところまで解いてく
る」「教科書で予習を行い、自分が知らない言葉をインターネットで検索してくる」な
ど、一人一人が主体的に学習に取り組めるものにしたい。
私たち教師は、生徒の生活実態を把握し「家庭での学習習慣を身につけるための宿
題」から「生徒の主体性を育むための家庭学習」への変換を図る必要があると考える。
以下、ア、イを視点に、子どもの育成する環境づくりを進め、生徒の実態にあった指
導を展開していきたい。
ア

家庭学習を通して身に付けさせたい資質・能力
・自分の学習状況（達成度、進度）を把握し、調整する能力
・自分の興味・関心に応じて、主体的に学習を進める能力

イ

支援内容と具体例
・生徒が自分の実力に合わせて自分で内容・量を選ぶ学習ができるように、生徒の
学習進度に応じて教師がコーディネートする。
・一人一台端末やeラーニングによる主体的な家庭学習を進めるとともに、自主学習
ノートや研究ノート等を利用して、興味・関心に応じた学習内容が選択できる課題
を提供する。
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各校

その

（１）調査結果概要
【特に肯定的な回答が多かった調査問題】
本市回答率

調査問題
調査対象学年の生徒に対して、前年度までに、学校生活の中で、生
徒一人一人のよい点や可能性を見つけ評価する課題（褒めるなど）
取組を行いましたか。

100

生徒自ら学級やグループで課題を設定し、その解決に向けて話し合
い、まとめ、表現するなどの学習活動を学ぶ校内研修を行っていま
すか。

100

言語活動について、国語科だけではなく、各教科、特別の教科道
徳、総合的な学習の時間及び特別活動を通じて、学校全体で取り組
んでいますか。

100
100

教育課程の趣旨について、家庭や地域との共有を図る取組を行って
いますか。

100

保護者や地域の人が学校の美化、登下校の見守り、学習・部活動支
援、放課後支援、学校行事の運営などの活動に参加していますか。

県回答率

全国回答率

本市との差

本市との差

99.6
0.4
82
18.0
91.8
8.2
91.4

98.6
1.4
77.7
22.3
94.3
5.7
87.2

8.6

12.8

89.5

85.3

10.5

地域学校協働本部やコミュニティ・スクールなどの仕組みを生かし
て、(82)の質問にあるような、保護者や地域の人との協働による活
動を行いましたか。

100

前年度までに、近隣等の小学校と、教科の教育課程の接続や、教科
に関する共通の目標設定など、教育課程に関する共通の取組を行い
ましたか。

100

59.3
40.7
77.8
22.2

14.7
63.3
36.7
65
35

【全国・県に比べて特に肯定的な回答が少なかった調査問題】
本市回答率

調査問題
調査対象学年の生徒に対して、前年度までに、習得・活用及び探究
の学習課程を見通した指導方法の改善及び工夫をしましたか。
あなたの学校では、次のようなコンピュータなどのICT機器を活用し
た取組をどの程度行っていますか。③生徒同士がやり取りする場面
調査対象学年の生徒に対して、前年度までに、知識を相互に関連付けてより深く理
解したり、問題を見いだして解決策を考えたり、情報を精査して考えを形成した
り、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりすることに
向かう過程を重視した学習を、計画的に取り入れましたか。

77.8
0
66.7

県回答率

全国回答率

本市との差

本市との差

89.5

86.9

-12

-9

76.4

77.9

-10

-11

68.4

67.6

-5

-7

県・全国と比較して掛川市の数値が高い項目に共通していることは、①校内や学
園内の研修が充実していること、②家庭・地域との連携の充実が図られていること
の２点である。具体的に、①から分かることは、掛川市の中学校では、授業におい
て生徒同士の関わり合いや、言語活動の充実を図ることと、生徒の主体性を引き出
すことを研修の主眼としているということである。また、②から分かることは、各
校が地域・保護者に積極的に情報提供を行い、地域の教育力を効果的に取り入れて
いるということである。授業の講師やボランティアとして学校支援を担っていただ
く中で、地域との協働を実現している。①②のような取組により掛川市の中学生は、
より多くの他者と関わり、その関わりの中で、褒められたり、認められたりする機
会が多いことが予想される。こうした様々な他者との関わりが生徒の自己肯定感を
高め、高い学力につながっていると考えられる。

33

（２）生徒質問紙と学校質問紙結果の比較

生徒：将来の夢や目標を持っていますか。
学校：前年度までに将来就きたい仕事や夢について考えさせる指導をしました

生徒

44.4

28.4

学校

18.1

9

88.9

0%

10%

当てはまる

20%

30%

40%

どちらかと言えば当てはまる

11.1

50%

60%

70%

どちらかと言えば当てはまらない

80%

90%

0

100%

当てはまらない

学校質問紙の「昨年度までに将来就きたい仕事や夢について考えさせる
指導をしましたか。」という設問に対して「当てはまる」「どちらかとい
えば当てはまる」を合わせて１００％という結果が得られた。掛川市の中
学校では総合的な学習の時間等におけるキャリア教育が充実しており、職
員は生徒に将来の夢を持たせようと大変熱心に取り組んでいることが分か
る。
しかし、生徒質問紙の「将来の夢や目標を持っていますか。」という質
問に対しては７２．８％の生徒が「当てはまる」「どちらかといえば当て
はまる」と回答した一方、２７．２％の生徒は「当てはまらない」「どち
らかと言えば当てはまらない」と、否定的な回答をしている。原因として
は、昨年度、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により職場体験が全面
的に中止となったことが影響していることが考えられる。また、現在の中
学生のなりたい職業・夢が、以前とは大きく変化しており、その変化に職
員の指導が対応できていないという問題があると予想できる。
近年、中学生が将来就きたい職業としてYouTuber等の新しい形態の職
業が挙げられることが増えてきた。しかし、多くの学校でそれらに対応し
た指導が行われているとは言えない。学校のキャリア教育や進路指導もま
た、時代の変化と生徒の実態に合わせて、形を変えていく必要がある。
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（3）改善策

重点課題について
本年度の調査から、掛川市の中学校が中学校区学園化構想のもと、そ
れぞれ地域連携を充実させ、社会に開かれた教育課程の実現に向け着実
に進んでいることが読み取れた。また、どの中学校も小中連携の研修等
に力を入れており、義務教育９年間を俯瞰した上で、発達段階に応じた
適切な指導を行っていることが分かった。今後は、そうした地域連携や
小中連携を土台として、現行学習指導要領に示された「主体的・対話的
で深い学び」を実現するとともに、将来への夢や目標を持ったたくまし
い人間を育成していくことが課題である。

〇習得・活用・探究の学びの過程の充実を図る
現行学習指導要領が全面実施され、習得・活用・探究という学びの過
程の中で、各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせながら、
知識を相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを形
成したり、問題を見出して解決策を考えたり、思いや考えを基に創造し
たりすることに向かう「深い学び」の実現が求められている。習得・活
用・探究の学びの過程を充実させるために以下の3点に力を入れたい。
・全校で「かけがわ学力向上ものがたり」に位置づけられた「新たな
学びのスタンダード」を重視した単元構想や授業設計を行う。
・かけがわ型GIGAスクール構想を推進し、一人一台端末を効果的に
活用した授業改革を行う。特に、これまで主に導入場面で活用する
ことが多かったICTを、積極的に追究場面に用い、考える材料を確
保させたり、多様な考え方を可視化する手段としたりすることで、
協働的な学びによる活用・探究をより充実させたい。
・家庭学習においても、これまでの一律で受動的な家庭学習を見直し、
探究的に取り組めるものとし、端末を用いて問題解決をさせること
で、個別最適な学びの実現を加速させたい。

〇小・中９か年を見通したキャリア教育の推進と地域連携
中学3年生が卒業時に、将来への夢や目標を持ち、義務教育を終えら
れるよう、児童生徒の発達段階に応じ、9年間を見通した系統性のある
キャリア教育を推進していく必要がある。そのために「かけがわ型小中
一貫カリキュラム」を活用していきたい。また中学校区学園化構想の中
で様々な地域人材が学校支援を行っている。そうした教員以外の地域人
材の力を借りて、今後生徒のなりたい夢として人気を集めそうな職業等
について講話をいただくなど、これまでとは少し趣向を変えてキャリア
教育を充実させることは有効であると考えられる。
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５

「未来を切り拓く３つの創る力」育成のために

「創像力」「創律力」「創合力」からなる「未来を切り拓く３つの創る力」
（P.３８、３９資料 1、2 参照）を育成するために、本年度の分析結果と令
和元年度までの分析結果をもとに作成した『掛川市の小中一貫教育－かけが
わ型小中一貫カリキュラム－』（令和 3 年 3 月）に基づき、以下の 4 点を
提言する。
(1) 今求められている「学力」について全教職員が共通認識をもつ。
各学校において、全国学力・学習状況調査問題の特徴を理解したり、
学習指導要領のねらいを把握した各教科の単元を構想したりするなどし
て、今求められている学力がどのようなものかを、全職員が共通認識を
もつことが必要である。
(2) かけがわ型ＧＩＧＡスクール構想に基づき、「未来を切り拓く３つの
創る力」を身に付けるための授業改革を強力に推し進める。
○単元あるいは１時間の授業の中で「付けたい力」を明確にする。
○単元を通して、「基礎的な知識・技能を確実に習得させること」「習得
した知識・技能を活用させること」の授業をバランスよく取り入れる。
〇iPad を効果的に活用し、子どもの学びが学校に閉じることなく、家庭
や地域とも切れ目なくつながる単元を構想する。
○子どもたちが、目的や意図に応じて、主体的に学習に取り組むことが
できる言語活動を設定する。
○実生活と関連づけた内容や発展的な内容、補充的な内容を計画的かつ
積極的に取り入れる。
〇「まとめの時間」（振り返りの時間）を確保し、授業の中で活用した
用語やきまり、法則等を用いて記述したり、さらに説明し合ったりす
ることで実感を伴った理解を図る。
〇長文や資料を用いて、把握した内容を要約して書いたり、分かりやす
く相手に伝えたりする活動を通して、「読み取る力」を付ける。
○授業のねらいを達成するために、ｉＰａｄを効果的に活用し、個別最
適な学びと協働的な学びを一体的に充実させる。
(3) 生徒指導や学級経営、道徳の授業の充実を図る。
○よりよい人間関係を基盤とした学級づくりや達成感・自己有用感を味
わうことができる学級づくりを心がける。
○自尊感情や規範意識を高めたり、自立心を育み積極的に学習に取り組
む子どもを育てたりすることを目指し、道徳教育の充実に努める。
(4) 学園化を生かして家庭を巻き込む学習指導
これまでの全国学力・学習状況調査の児童・生徒質問紙から、「読書
が好きな子ども」「自ら学ぶ力が育成されている子ども」は、学力が高い
という結果がみられた。また、家庭学習については、「全児童生徒への一
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律で受動的な家庭学習」から「個別最適化された学習を取り入れ、児童生
徒の主体性を育む家庭学習」への転換が必要であることが分かった。
これらの力を更に高めていくためには、家庭を巻き込みながら子どもた
ちを育む環境づくりが大切である。したがって、学園化のメリットを生
かしつつ、以下に挙げる2つの重点に沿って小中一貫した共通指導を展開
したい。
重点１ 読書活動の推進
ア 読書に親しむ時間の確保
・「読書に親しむ」ことが求められていることから、「朝読書」や「読
み聞かせ」など、読書に親しむ時間を確保する。
・地域ボランティアや学校司書と連携し、「読み聞かせ」や「ブック
トーク」などを積極的に行う。
イ 国語の授業における読書指導
・「学校図書館活用年間指導計画」をもとに、「関連読書」「図書館
利用の方法」「調べ学習」などの内容を計画的に指導する。
・「関連読書」として紹介されている本については、図書担当教員が
学校司書と連携して学校図書館の充実を図り、児童生徒全員が読む
ことができるように工夫する。ｉＰａｄなどを利用し、「関連読書」
の読書状況が分かるようにする。
・「関連読書」で紹介されている本を「読み聞かせ」で扱うのもよい。
ウ 日常における取組
・「知識や情報を得る」ためのツールとして、日常的に国語辞典を使
用したり、ｉＰａｄを活用しインターネットで検索したりできるよ
うにする。
重点２ 家庭学習の充実
ア 家庭学習を通して身に付けさせたい資質・能力
・自分の学習状況(到達度、進度)を把握し、調整する能力
・自分の興味・関心に応じて、主体的に学習を進める能力
イ 支援内容と具体例
・授業で話し合うための考えをつくったり資料を準備したりする予習
的な課題や授業の中で新たに生まれた疑問やさらに調べてみたい
と思った内容について学ぶ発展的な課題等に取組めるように、単元
や1時間の授業の構成を工夫する。
・児童生徒が自分の実力に合わせて自分で内容・量を選ぶ学習ができ
るように、児童生徒の学習進度に応じて教師がコーディネートす
る。
・ｉＰａｄやeラーニングを効果的に活用した主体的な家庭学習を進
めるとともに、自主学習ノートや研究ノート等を利用して、興味・
関心に応じた学習内容が選択できる課題を提供する。
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資料１
これまでの「生きる力」をアップデート・変化の激しい社会を生き抜くために必要な力

『未来を切り拓く３つの創る力』

学校（授業・行事・係活動、生徒会活動等）、家庭、地域、あらゆる場面、あらゆる
教育活動において「未来を切り拓く３つの創る力」を発揮できるようにし、子どもを育
てていく。
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資料２

39

６

これまでの掛川市の調査結果について

(1) 平成 19 年度から平成 21 年度までの結果
ア 小学校【市平均正答率と全国・県との比較】
国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ
平成 19 年度
◎
◎
◎
△
平成 20 年度
△
◎
△
◎
平成 21 年度
◎
△
◎
○

◎：全国及び県以上
○：全国又は県以上
△：全国及び県未満

・学習指導要領の３領域１事項「話すこと・聞くこと」「書くこと」
「読むこと」「言語事項」別に、３年間の平均正答率を県及び国と
比較すると、「書くこと」が一番優れている。(国語Ａ）
・年度によって課題となる領域は異なり、平成 20 年度は「言語事項」
（国語Ａ）、平成 21 年度は「読むこと」（国語Ｂ）に関する力が
不足している。
・「図形」では、図形の定義や性質を理解して答える問題の正答率が
全国・県と比べておおむね高く、図形についての知識を活用する力
に優れている。（ 算数Ａ ／ 算数Ｂ ）
・グラフを読み取る問題の正答率が低く、グラフを見て必要な情報を
取り出す力が不足している。（ 算数Ｂ ）
イ

中学校【市平均正答率と全国・県との比較】
国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ
平成 19 年度
○
◎
◎
◎
平成 20 年度
◎
◎
◎
◎
平成 21 年度
○
○
○
◎

◎：全国及び県以上
○：全国又は県以上
△：全国及び県未満

・学習指導要領「書くこと」の領域に関する問題の平均正答率が高く、
必要な情報を集め、目的に合わせ工夫して文章を書く力がついてい
る。（ 国語Ａ ／ 国語Ｂ ）
・３年間共通の課題は見あたらないが、特に平成 21 年度は「言語事
項」の理解が不足している。（ 国語Ａ ）
・図形に関する問題の平均正答率が高く、図形の性質を良く理解して
いる。（ 数学Ａ ／ 数学Ｂ ）
・３年間共通の課題は見あたらないが、特に平成 21 年度は｢数と式」
の領域の、比の意味、正と負の数についての理解が不足している。(数
学Ａ ）

※平成 22 年度は、抽出調査のため市町の集計結果公表なし。
※平成 23 年度は、東日本大震災のため調査中止。
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(2) 平成 24 年度の結果
教科に関する調査では、全国・県と比較して、小学校は平均正答率の
低いものが多く、中学校は、全てが高い傾向となった。
小学校においては、全ての教科において、全国よりも平均正答率が低
かった。特に理科(知)は、３％以上低かった。しかし、県と比較した場
合、国語ＡＢはともに１％程度低かったが、算数ＡＢ及び理科(知)(活)
は、1％程度高かった。
一方、中学校では、全ての教科において、全国・県よりも平均正答率
が高かった。特に、全国との比較においては、国語Ａ以外の全てにおい
て、４～5％程度高かった。また、県との比較においても、全ての教科
で高く、特に国語Ｂ・理科(知)については、3％程度高かった。
【市平均正答率と全国・県との比較】
【小学校】 県 全国
【中学校】 県
国語Ａ
△
△
国語Ａ
○
国語Ｂ
△
△
国語Ｂ
◎
算数Ａ
○
△
数学Ａ
○
算数Ｂ
○
△
数学Ｂ
○
理科(知)
○
▲
理科(知)
◎
理科(活)
○
△
理科(活)
○

全国
○
◎
◎
◎
◎
◎

※3％差を基準：３≧◎、３＞○＞０、０＞△＞－３、－３≧▲

(3) 平成 25 年度の結果
教科に関する調査では、全国・県と比べて、小学校は平均正答率の低
いものが多く、中学校では、全てが高い傾向となった。
小学校においては、全ての教科において、全国よりも平均正答率が低
かった。特に、国語Ａは、３％以上低かった。県と比較した場合は、国
語Ｂ、算数Ｂが県よりも低かったが、その差は１％未満となっている。
一方、中学校では、全ての教科において、全国・県よりも平均正答率
が高かった。特に、全国との比較においては、数学Ｂが３％以上高かっ
た。また、県との比較においても、全ての教科で高かった。
【市平均正答率と全国・県との比較】
【小学校】 県 全国
【中学校】 県
国語Ａ
○
▲
国語Ａ
○
国語Ｂ
△
△
国語Ｂ
○
算数Ａ
○
△
数学Ａ
○
算数Ｂ
△
△
数学Ｂ
○

全国
○
○
○
◎

※3％差を基準：◎≧３、３＞○＞０、０＞△＞－３、－３≧▲
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(4) 平成 26 年度の結果
教科に関する調査において、各教科の平均正答率は、小学校、中学校
ともに全ての教科で、全国・県よりも高い結果となった。
小学校においては、全国と比較して、国語Ｂが６ポイント、算数Ｂが
５ポイント高かった。また、昨年度課題であった国語Ａについては、県
・全国より１ポイント高く、各学校で取り組んできた成果が表れたとい
える。
中学校においては、全国と比較して、国語Ｂが９ポイント、数学Ａが
１１ポイント、数学Ｂが 15 ポイント高かった。特に、数学Ａ・Ｂとも
に県と比較しても６ポイント以上高く、数学の力は高い傾向にあるとい
える。
【市平均正答率と全国・県との比較】
【小学校】 県 全国
【中学校】 県
国語Ａ
○
○
国語Ａ
○
国語Ｂ
○
◎
国語Ｂ
◎
算数Ａ
○
○
数学Ａ
◎
算数Ｂ
○
○
数学Ｂ
◎

全国
○
◎
◎
◎

※3％差を基準：◎≧３、３＞○≧０、０＞△＞－３、－３≧▲

(5) 平成 27 年度の結果
教科に関する調査において、各教科の平均正答率を指標値で全国と比
較すると、小学校では、３教科とも１００以上の結果であった。特に算
数Ａは全国と比較して４ポイント高かった。中学校では、３教科全てに
おいて全国と県を上回る結果であった。特に、活用力を調査するＢ問題
は大きく上回り、全国と比べて国語Ｂは６ポイント、数学Ｂは１５ポイ
ント高かった。また、３年ぶりに実施された理科についても、９ポイン
ト高かった。特に数学に関しては前年度も高く、数学の力が定着してい
る傾向にある。
【市平均正答率と全国・県との比較】
【小学校】 県 全国
【中学校】 県
国語Ａ
△
○
国語Ａ
○
国語Ｂ
○
○
国語Ｂ
○
算数Ａ
○
◎
数学Ａ
○
算数Ｂ
△
○
数学Ｂ
◎
理科
○
○
理科
○

全国
○
◎
◎
◎
◎

※3％差を基準：３≧◎、３＞○≧０、０＞△＞－３、－３≧▲
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(６) 平成２８年度の結果
教科に関する調査において、各教科の平均正答率を指標値で全国と比
較すると、小学校、中学校ともに、すべての教科において１００以上の
結果であった。
小学校では、特に国語Ａは全国と比較して９ポイント上回り、国語 B
においても６ポイント高かった。
中学校では、特に、活用力を調査するＢ問題は大きく上回り、全国と
比べて国語Ｂは７ポイント、数学Ｂは１０ポイント高かった。
平成 25 年度の小学校ではすべての教科において全国平均を下回って
いたが、３年後の今年度は、中学校ですべての教科において全国及び県
を上回る結果となった。これは、各学校で授業改善に取り組んできたこ
との成果が表れているといえる。
【市平均正答率と全国・県との比較】
【小学校】 県 全国
【中学校】 県
国語Ａ
◎
◎
国語Ａ
〇
国語Ｂ
◎
◎
国語Ｂ
〇
算数Ａ
〇
◎
数学Ａ
〇
算数Ｂ
◎
◎
数学Ｂ
◎

全国
◎
◎
◎
◎

※3％差を基準：３≧◎、３＞○≧０、０＞△＞－３、－３≧▲

(７) 平成２９年度の結果
教科に関する調査において、各教科の平均正答率を全国と比較すると、
小学校、中学校ともに、すべての教科において、上回る結果であった。
静岡県と比較すると、小学校の国語Ｂはやや下回ったが、その他の全て
で上回っていた。
指標値で全国と比較すると、中学校の数学では、主として知識に関す
るＡ問題と活用力を調査するＢ問題の両方において、１０ポイント以上
上回っており、国語Ａ、国語 B についても全国と比べて５ポイント以上
上回っていた。
平成２６年度の小学校で、全ての教科において全国及び県を上回って
いた子どもたちが、中学校でさらに大きく伸びていることが分かる結果
となった。
【市平均正答率と全国・県との比較】
【小学校】 県 全国
【中学校】 県
国語Ａ
○
○
国語Ａ
○
国語Ｂ
△
○
国語Ｂ
◎
算数Ａ
〇
○
数学Ａ
◎
算数Ｂ
○
○
数学Ｂ
◎

全国
◎
◎
◎
◎

※3％差を基準：３≧◎、３＞○≧０、０＞△＞－３、－３≧▲
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(8) 平成３０年度の結果
教科に関する調査において、各教科の平均正答率を全国と比較すると、
小学校算数 B でやや下回ったが、小学校、中学校ともに、その他の教科
において、同じか上回る結果であった。県との比較では、中学校国語 A、
B ではやや下回ったものの、その他は同じかそれ以上の結果であった。
正答数分布グラフからは、学力の二極化も見られず、おおむね学力が定
着していると考えられる。
指標値で全国と比較すると、小学校・中学校ともに理科で３ポイント
上回り、思考力・判断力・表現力が問われる中学校数学 B では、７ポイ
ント上回る好成績であった。理科においては、平成２７年度の実施でも
良い結果であり、児童生徒質問紙の回答と併せ考慮すると、観察や実験
を充実し、着実な理科教育が行われていることが伺える。
【市平均正答率と全国・県との比較】
【小学校】 県 全国
【中学校】 県
国語Ａ
◎
○
国語Ａ
△
国語Ｂ
○
○
国語Ｂ
△
算数Ａ
○
○
数学Ａ
○
算数Ｂ
○
△
数学Ｂ
○
理科
◎
◎
理科
○

全国
○
○
◎
◎
◎

※3％差を基準：３≧◎、３＞○≧０、０＞△＞－３、－３≧▲

(９) 平成 31 年度の結果
教科に関する調査において、各教科の平均正答率を全国・県と比較す
ると、小学校、中学校ともに、同じか上回る結果であった。特に中学校
においては、全国を大きく上回る結果となり、学力がしっかりと定着し
ていることが確認できた。初めて行われた英語においても、全国でもト
ップレベルである県の平均正答率と同じ結果となった。
「かけがわ学力向上ものがたり」をもとにした授業改善が市全体で進
み、子どもたちの学力の定着につながっていると考えられる。今後も継
続して指導を進めていきたい。
【市平均正答率と全国・県との比較】
【小学校】 県 全国
【中学校
県
国語
○
○
国語
○
算数
○
○
数学
◎
英語
○

全国
◎
◎
○

※3％差を基準：３≧◎、３＞○≧０、０＞△＞－３、－３≧▲

(10)令和２年度

新型コロナウイルス感染症の影響で中止
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(11)令和 3 年度の結果
教科に関する調査において、各教科の平均正答率を全国・県と比較す
ると、小学校では、全国との比較では、国語、算数ともに全国の平均正
答率をわずかに下回った。また、県と比較すると、国語はやや下回り、
算数はやや上回った。中学校では、全国との比較では、国語、算数とも
に全国の平均正答率を２ポイント強上回った。また、県との比較におい
ても、国語と数学ともに、上回った。
かけがわ型ＧＩＧＡスクール構想のもと、コロナ禍においても、各校
において学びを止めない取組を進め、市全体で授業改革に着手してきた
成果が表れている。
【市平均正答率と全国・県との比較】
【小学校】 県 全国
【中学校
県
国語
△
△
国語
○
算数
○
△
数学
〇

全国
〇
〇

※3％差を基準：３≧◎、３＞○≧０、０＞△＞－３、－３≧▲
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おわりに

平成 26 年３月、21 世紀を生き抜くために、子どもたちが身に付けるべ
き主なスキルを「かけがわ型スキル」と定めて、授業改善の指針となる「か
けがわ学力向上ものがたり」を策定した。各学校においては、学習指導要
領で示された方向性や児童生徒の学習実態に基づいた学校独自の「我が校
のものがたり」を作成し、授業改善に向けた積極的な取組が進められている。
平成 28 年 3 月、掛川市は子どもたちが『希望』をもち、夢や目標に向かっ
て自分を磨くことができ、掛川に誇りと愛着を抱きながら、地域でも、グロー
バルにも活躍する人に、たくましく成長することを願い、「教育大綱かけがわ」
を定めた。それに基づき、掛川市教育委員会は、掛川市教育振興基本計画（後
期）「人づくり構想かけがわ」を策定し、様々な施策・事業を展開してきた。
令和元年８月、掛川市は全国の自治体で初となる「掛川市 100 年時代構
想」を策定した。その中で、誰もが主人公になれる社会を目指し、「生涯
自立し、学び続け、豊かに生きていく」人生 100 年時代の生き方、暮らし
方と未来を担う子どもたちに向けての取組等、これからの時代に求められ
る９つの視点による取組を示した。学力の基礎を築く大切な時期として、
小中学校に通う児童生徒の学びを深める授業づくりに取り組んできた。
令和２年 10 月、「かけがわ型ＧＩＧＡスクール構想」を策定し、全国
に先駆けて、市内全小中学校に一人一台端末を実現し、その効果的な活用
について研究を進めている。また、前年度までの全国学力・学習状況調査
結果の分析をもとに「かけがわ型小中一貫カリキュラム」を作成し、小中
連携、一貫教育の一層の推進を図っている。
令和 3 年 6 月、第 2 期掛川市教育振興計画「人づくり構想かけがわ」を
改定する中で、掛川の子どもたちに付けたい力として従来の「生きる力」
をアップデートした『３つの創る力「創像力・創合力・創律力」』を策定
した。その育成を学校教育の一番目の柱に位置付け、従来の子ども観や授
業観の転換を図りながら、個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実
させた授業改革を推進している。
これらに加え、現行学習指導要領が完全実施となり、「学びに向かう力
・人間性」「生きて働く知識・技能」「未知の状況にも対応できる思考力
・判断力・表現力」の育成を柱とした子どもたちに付けたい力をきちんと
つけられる授業づくりが不可欠となる。「夢に向かって、自ら考え自ら判
断し、心豊かにたくましく生きる子どもの育成」に向けて、今後も、市内
31 校が一丸となって取り組むことを強く望む。
関係機関においては、更に掛川市の教育を充実させるために、今回の全
国学力・学習状況調査結果の分析から見えてきた成果や課題等をもとに、
教育設備、教材備品の充実、各種支援員の配置等、物的・人的な支援を含
めた計画的かつ効果的な施策を打ち出すことを期待する。
本分析委員会では、令和 3 年１1 月、「かけがわ学力向上ものがたり」
家庭教育支援資料として作成したリーフレット「かけがわの子どもたち」
を公表した。各家庭においては、中学校区学園単位で推進している子育て
事業や「かけがわお茶の間宣言」の実践などとともに、ぜひとも御活用い
ただきたい。
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令和 3 年度
掛川市全国学力・学習状況調査分析委員会

委 員 長
副委員長
副委員長
委
員

事 務局

阪本
鶴田
梅葉
保坂
田中
夏目
坂部
赤堀
石野
熊切
池田
加藤
後藤

敦宏
伸司
紳介
真生
里佳
雅子
暢之
有加里
裕子
英実子
直茂
健二
志津子

山田 英子
太田 浩徳

原野谷中学校長
大坂小学校教頭（小学校部長、質問紙）
桜が丘中学校教頭（中学校部長、質問紙）
西郷小学校教諭（国語）
中央小学校教諭（国語）
東山口小学校教諭（算数）
第一小学校教諭（算数）
中小学校教諭（質問紙）
西中学校教諭（国語）
城東中学校教諭（国語）
原野谷中学校教諭（数学）
東中学校教諭（数学）
栄川中学校教諭（質問紙）

学校教育課長
学校教育課指導主事

分析委員会協議内容（於:掛川市教育センター、13:30～16:30）
第 1 回 ９/２(木)
・委員会の目的、分析方法について共通理解
・傾向と課題の把握（部会で分析）
第 2 回 ９/16(木) ・傾向と課題のまとめ（部会で分析）
・家庭向けリーフレットの検討（全体で協議）
第 3 回 ９/28(火) ・各部会からの報告・協議（全体で協議）
・分析の見直しと成果・課題のまとめ（部会で協議）
第 4 回 10/４(月) ・改善策まとめ（部会）
・家庭向けリーフレットの検討及び確認
第 5 回 11/８(月) ・改善策の検討及び策定（全体及び部会で協議）

47

