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はじめに

平成１９年度全国学力・学習状況調査は，全国の小学校第６学年，中学校第３学

年（特別支援学校，中等教育学校を含む）を対象として，平成１９年４月２４日に実

施された。調査は，①教科に関する調査と②生活習慣や学習環境に関する質問紙調査

からなり，前者は国語と算数・数学の２教科について，主として「知識」に関するＡ

問題と，主として「活用」に関するＢ問題が出題された。

この調査の目的は，各地域の教育委員会や学校における児童生徒の学力・学習状況

の把握・分析，教育及び教育施策の成果と課題の検証と改善の策定であり，それを通

して，児童生徒一人一人の学習改善や学習意欲の向上につなげることであった。にも

かかわらず，平成１９年１０月の調査結果の概要発表時に，新聞・マスコミ等は，各

県別の正答率の数値比較や順位付け，それらに対する関係者の反応を主たる関心とし

て報道した。ある程度は予想されていたとはいえ，たいへん残念なことであった。学

校教育を最前線で担う教員や関係者は，そのような風潮に流されることなく，さらに

真摯な思いでさまざまな教育課題に取り組んでいかなくてはならない。

千葉県の公立校における概要も 「正答数・正答率の平均値はともに全国とほぼ同，

じ。また，児童生徒の正答数の分布状況も，全国とほぼ同じ」として教育庁教育振興

部指導課より発表された。全国平均とほぼ同じという結果に対しては，胸をなで下ろ

すことではないし，逆にあせることでもない。つまり，結果の如何にかかわらず，数

値比較それ自体に一喜一憂すべきではない。中学校の数学が全国平均をわずかに下回

った原因の一つを，成績上位者の私立中学校への流出に求める向きもあるが，その可

能性は否定できないとはいえ，ただそのような状況分析で終わらせてしまうわけには

いかない。小中学校間の接続は，常に課題として存在する。

あらためて言うまでもないが，重要なことはこの小冊子に示されているような，各

地域・学校，さらには個々の児童生徒の課題の発見と改善の実施である。そして，他

の地域・学校の優れたシステム作りや他の教員の優れた実践を学び，積極的に取り入

れることである。教育実践に対する研究マインドを，より高めていくことが求められ

ている。

学力向上専門委員会委員

千葉大学教育学部教授 伊 坂 淳 一
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Ⅰ 本報告書の概要

１ 本報告書作成の目的と方法

「全国学力・学習状況調査」の結果をデータとして，本県児童生徒の学力・学習状況

を分析し，本県における教科指導上の課題を地域別に明らかにし，各学校，各教師が指

導内容，指導方法について改善を図るための視点を提案する。

本調査の教育事務所別・領域別データに基づいて，総合教育センター研究指導主事及

び各教育事務所の指導主事が考察し，各学校，各教員が指導内容，指導方法について改

善を図るための視点を記述する。

２ 千葉県全体の国語の結果と指導の改善について

（１）千葉県全体の国語の結果について

ア 小・中学校ともに，国語Ｂの平均正答率の教育事務所間の開きが大きい。

イ 領域別にみると「書くこと」に課題を持つ教育事務所が多い。

ウ 小・中学校ともに，設問別正答率は，教育事務所ごとに顕著な特徴がある。

（２）国語の指導改善について

ア 小・中学校ともに，様々な文章や資料の意味を読み解いて，自分の意見を表現

する機会を増やす必要がある。

イ 漢字の読み書きについて，指導の工夫・改善に努める必要がある。

ウ 「読書が好き」と答える割合が全国平均をかなり上回っている本県の良さをさ

らに伸ばしたい。

３ 千葉県全体の算数・数学の結果と指導の改善について

（１）千葉県全体の算数・数学の結果

ア 算数Ａ「数量関係」は，教育事務所間の開きが大きい。

イ 算数Ｂ，数学Ａは，どの領域も教育事務所間に開きがみられる。

ウ 数学Ｂは，領域間差異も大きく，特に「図形」における教育事務所間の開きが

大きい。

（２）算数・数学の指導の改善について

ア 算数は，言葉や式などを使って説明する指導の充実を図る必要がある。

イ 数学は，日常生活とのつながりを持たせた指導が必要である。

ウ 算数・数学を「好き」にさせる授業展開が重要である。

４ 千葉県の参加状況 ５ 千葉県の平均正答率（％）

校種・教科区分 千葉県 全 国 比 較（１）参加市町村

県内４６市町村 小学校国語Ａ ８２．２ ８１．７ ＋０．５

小学校国語Ｂ ６４．０ ６２．０ ＋２．０（２）参加学校

小学校８５１校 小学校算数Ａ ８３．２ ８２．１ ＋１．１

中学校３８８校 小学校算数Ｂ ６５．０ ６３．６ ＋１．４

中学校国語Ａ ８１．６ ８１．６ ±０．０（３）参加児童生徒数

小学６年生約５万３千人 中学校国語Ｂ ７２．０ ７２．０ ±０．０

中学３年生約４万７千人 中学校数学Ａ ７０．０ ７１．９ －１．９

中学校数学Ｂ ６０．０ ６０．６ －０．６
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６ 教育事務所別・校種別・教科別に課題として特定された領域等

教育事務所 教 科 課題として特定された領域等

小学校国語 Ａ・Ｂ「言語事項」

小学校算数 Ａ「図形 「量と測定」」

中学校国語 Ａ「話すこと・聞くこと 「書くこと」
葛南

」

中学校数学 Ａ「数量関係」

小学校国語 Ａ「言語事項」

小学校算数 Ａ・Ｂ 数量関係」「

中学校国語 Ａ・Ｂ「書くこと」
東葛飾

中学校数学 Ａ・Ｂ「数量関係」

小学校国語 Ａ・Ｂ「書くこと」

小学校算数 学習意欲の向上，学び方の習得

中学校国語 Ａ「書くこと」
北総

中学校数学 学習意欲の向上，学び方の習得

小学校国語 Ａ・Ｂ「読むこと ，Ｂ「書くこと」」

小学校算数 Ａ「数と計算 ，Ｂ「量と測定 「図形」」 」

中学校国語 Ｂ「書くこと」
東上総

中学校数学 Ａ・Ｂ「数と式 ，Ｂ「図形」」

小学校国語 Ａ・Ｂ「書くこと」

小学校算数 Ｂ「数量関係」

中学校国語 Ａ・Ｂ「書くこと」
南房総

中学校数学 Ａ｢数と式｣｢図形｣，Ｂ「図形」

７ 本報告書の記述について

この報告書の正答率の全国平均値及び千葉県平均値については，文部科学省が（１）

平成１９年１０月２４日に発表したものである。

この報告書の各教育事務所の平均正答率は，文部科学省が委託し，東京大学内（２）

に設置された千葉県検証改善委員会が算出したデータを用いている。

各教育事務所の記述は，次のような観点で執筆している。（３）

ア 教育事務所 各事務所の概況と指導重点や学力向上のための取組について

の概況 記述した。

イ 結果の概要 平均正答率を全国的な状況との関係から考察した。学習指導

要領上の領域別に考察し，課題となる領域等を特定した。表や

図については各教育事務所の特徴を最も表すものを掲載した。

また，質問紙の回答結果からわかる課題について記述した。

ウ 指導の改善 「結果の概要」で課題となった領域等について，指導の改善

を図るために必要な方策や留意事項を記述した。

エ 特色ある取組 域内で，指導の改善を実践し，学力向上の取組として特色あ

る教育活動を行っている学校を紹介した。

千葉県の調査結果資料は，国立教育政策研究所の下記 で閲覧できる。（４） URL
http://www.nier.go.jp/tyousakekka/todoufuken_web/12_chiba.htm



- 4 -

Ⅱ 千葉県全体の国語の結果の概要と考察

１ 千葉県と全国との比較において

本県公立学校国語の校種・教科区分別調査結果は，平均正答数，平均正答率並びに正

答数の分布において，全国とほぼ同じ状況である。学習指導要領の領域別平均正答率に

おいても，全国的な状況とほとんど差異は見られない。

２ 各教育事務所の教科区分別平均正答率並びに設問別平均正答率から

各教育事務所別に教科区分別平均正答率を見た場合，小学校Ａの区分で，一番平均正

答率の高かった教育事務所と一番低かった教育事務所の差が２．４ポイントであったの

に対し，小学校Ｂの区分では６．２ポイントであった。また，中学校Ａの区分でも，差

が１．７ポイントであったのに対し，中学校Ｂの区分は，４．３ポイントであった。こ

れらのことから教育事務所別に見る

とＢ区分の正答率の開きが大きいこ

とがとがわかる。また，教育事務所

別の領域別平均正答率においては，

中学校では領域間差異は小さいもの

の，小学校では，すべて５．５ポイ

ント以上の開きが見られる。このよ

うに，領域別に見ても地域差が見られる。(表１）

このように視点を変えてみると，全国的な状況と全体ではほとんど差がないと捉えて

いたものが，教育事務所別に様々な違いが見えてくる。このことから，市町村や学校に

おいては，それぞれが顕著な特徴をもつことが推測できる。従って，各市町村教育委員

会や各学校において，それぞれの独自の特徴をよく分析し，改善策を検討することが重

要である。

３ 千葉県の設問別平均正答率から

国語において，正答率が５０％に満たない設問が合計３問ある。中学国語Ａ８二２が

３１．７％。中学国語Ｂ３三が４３．３％。小学国語Ｂ２二が４５．５％である。この

中の２つのＢ問題は，読む能力と書く能力の二つの力を同時にみる設問である。このタ

イプの設問を不得意としている児童生徒が多い現状を踏まえ 「様々な文章や資料を読，

む機会や自分の意見を述べたり書いたりする機会を充実する」必要がある。

設問ごとの全国平均正答率との比較において最も顕著なのは，書き取りで「貸す」は

全国平均より正答率が高いが 「利益」は全国平均より正答率が低いなど，漢字に関す，

る結果の大きなばらつきである。国語力を根底で支える漢字の読み書きについては，さ

らに，指導の工夫・改善に努める必要がある。

４ 千葉県の児童生徒質問紙調査の結果から

国語に関する質問では，どの項目も解答類型別の割合において，全国と千葉県の間に

際だった差異はみられない。しかし 「読書が好きか」の質問事項については 「当て， ，

はまる」と答えた児童が，全国の４５．４％に対し４８．０％，生徒は，全国の４３．

２％に対し５０．１％と大きく上回っていた。読書習慣を身に付けることは，国語力を

向上させるばかりでなく，一生の財産としての「生きる力」となり，楽しみの基ともな

るものである。さらに読書好きの児童生徒を増やす努力をしていきたい。

表１ 教育事務所間の校種別・領域別平均正答率の最大値と最小値との差

領 域 小学校国語 中学校国語

５．７ １．５話すこと･聞くこと

書くこと ５．５ ３．４

読むこと ６．３ ３．７

言語事項 １．９ １．６
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Ⅲ 千葉県全体の算数・数学の結果の概要と考察

１ 千葉県と全国との比較において

千葉県公立学校の算数・数学における，平均正答数，平均正答率，並びに正答数の分

布は，全国的な状況との関係において，ほぼ同程度かつ同傾向を示している。

また，領域別の平均正答率は，千葉県全体と全国的な状況との関係において，算数Ａ

「数量関係」が３．１ポイント，算数Ｂのどの領域もほぼ２ポイント程度上回り，数学

Ａのどの領域も２ポイント程度及ばない状況の他は，ほぼ全国並である。

２ 各教育事務所の領域別の平均正答率から

教育事務所別の領域別平均正答率においては，領域によっては最大値と最小値との開

きが大きくなっている（表２，表３ 。）

表２教育事務所間の領域別平均正答率の最大値と最小値との差(算数) 表３教育事務所間の領域別平均正答率の最大値と最小値との差(数学)

領 域 算数Ａ問題 算数Ｂ問題 領 域 数学Ａ問題 数学Ｂ問題

数と計算 ３．０ ６．４ 数 と 式 ４．５ ６．１

量と測定 ２．２ ５．４ 図 形 ４．８ １０．４

図 形 ０．７ ５．４ 数量関係 ４．６ ４．０

数量関係 ９．５ ５．０

算数Ａは，教育事務所間における開きの度合いが領域によって大きく異なっている。

特に 「数量関係」はその開きが大きい。算数Ｂは，領域間差異は小さいものの，ど，

の領域も教育事務所間の開きがある。数学Ａは，算数Ｂと同様の傾向を示している。数

学Ｂは，教育事務所間の開きもみられ，領域間差異も大きい。特に 「図形」は開きが，

大きい。このように領域別でみると地域差がみられる。

（３）千葉県の設問別の平均正答率から

千葉県の設問別の平均正答率は，全国的な状況との関係においてほぼ同様なので，全

国と同様の課題があると考えられる。従って，算数においては，必要な情報を取り出した

り，式を読んだりして，根拠をもって論理的に思考を進め，言葉や式などを使って説明

する指導の充実を図る必要がある。また，数学においては，等式の変形，連立二元一

次方程式の立式，円錐の体積など基礎的基本的事項の習熟をさらに進め，日常の事象

に数学を用いるなどの活動や発展的な指導などをとおして，論理的思考力を高めたり，

表現力を高めたりする指導の充実を図る必要がある。

（４）千葉県の児童生徒質問紙調査の結果から

小・中学校ともに「解いてみたい（算数 「できるようになりたい（数学 」という）」 ）

「 」 ，「 」回答や 算数・数学は大切 という回答の割合が大きい状況にありながらも 好き

と回答していない小学校６年生が約３５ ，中学校３年生が約４５ いる。このこ% %
とから，算数・数学については「好き」にさせる授業展開が重要であることがわかる。

これらを踏まえ，児童生徒のつまずきの原因を分析し，知的好奇心を刺激し学習意欲を

さらに高め，基礎的・基本的事項の確かな定着を図り，活用する力を育てていく必要が

。 ， ，「 」ある 以上のことから 各市町村教育委員会や各学校の実態に応じ 授業研究・研修

を充実させ，算数的活動・数学的活動などを授業に取り入れ，わかる授業づくりを目指

して「授業改善」を進める必要がある。
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Ⅳ 葛南教育事務所地域の結果の概要と指導の改善

本教育事務所は，県北西部に位置し，５市２１９校を擁しており，全小・中学校が本

調査を実施した。児童生徒の学力向上に向けた本教育事務所の取組としては，重点目標

の一つに初任者をはじめとする教職員の指導力の向上を設定し，域内各市教育委員会と

連携を図りながら，学校訪問や課題別訪問等を通して取り組んでいるところである。

１ 国語の結果の概要

本域内の平均正答率を全国的な状

況との関係からみると，小学校につ

いては国語Ａはほぼ全国並み，国語

Ｂにおいてやや良好な結果である。

中学校については，国語Ａ・Ｂと

もにほぼ全国並みの結果であり，こ

のことは，正答数ごとの人数分布に

ついても同様である。

領域別の平均正答率を全国的な状

況との関係で，領域間のバランスの

視点から，小学校国語Ａ・Ｂともに

「 」 。 ， 「 」「 」言語事項 に課題がある 中学校では 国語Ａの 話すこと・聞くこと 書くこと

の領域は，全国の平均正答率に僅かながら及ばず，課題として捉えることができる。

質問紙調査の結果をみると，国語の学習に対し「好きである」という意識よりも「大

」「 ， 」 「 」 ，切である 将来 社会に出たときに役に立つ に 当てはまる と答える割合が高く

国語を学ぶ意義や有用性を感じながら学習している様子がうかがえる。一方 「国語の，

学習がよくわかる」に「当てはまる」と答える割合はやや低く，その傾向は中学校にお

いてより高い傾向にある。

２ 国語の指導の改善

ア 小学校における［言語事項］については，漢字の読み・書きを反復し，練習する

学習を継続しつつ，文脈に合わせて適切に読んだり書いたりできるよう，漢字に対

する興味・関心を高め，漢字が果たしている役割や働きを押さえる指導を意図的に

日常の授業に組み入れていく必要がある。合わせて，今後も多様な分野の読書を奨

励するなど読書指導を充実させ，豊富な語彙の獲得を目指した学習活動の工夫が必

要である。

イ 中学校における「話すこと・聞くこと」については，多様な言語活動の体験をと

おして，目的・相手・場に応じて自分の考えを伝え合う楽しさを味わわせ，全教科

・領域において積極的に活用を図ることが必要である。

ウ 中学校における「書くこと」については，題材に応じた書き方の基礎的・基本的

な学習内容を確実に習得させるとともに，書くことに対する興味・関心を高める題

材を工夫し，必然性のある書く場面の設定を工夫することが必要である。

エ 小・中学校ともに，今後も国語を学ぶ意義や有用性を伝え続けるとともに，国語

の学習への興味・関心を高める授業，わかる授業の展開を工夫し，各領域のバラン

スのとれた国語力を育成していくことが望まれる。
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図１ 小学校国語における領域別平均正答率の全国との比較（％）
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図２ 中学校国語における領域別平均正答率の全国との比較（％）
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３ 算数・数学の結果の概要

算数・数学について域内の教科区

分別平均正答率を全国的な状況との

関係からみると，算数Ａ・Ｂともに

若干良好で，数学Ａ・Ｂはともに全

国並みの状況である。また，算数・

数学ともに 「知識」より「活用」，

で全国的な状況を上回る傾向が高く

なる。これらの傾向は正答した問題

数の分布状況からも読み取れる。

領域別に平均正答率を全国的な状

況との関係からみると，算数では特

に算数Ａにおいて 「図形」や「量，

と測定」の一部に全国的な平均正答率に僅かながら及ばない設問がある。また，数学で

は特に数学Ａにおいて，関数，等式の変形などで全国的な状況に若干及ばず，空間図形

の「辺と辺のねじれの位置」については，明らかに課題の存在がみられる。

， ， 「 」「 」質問紙の回答結果からは 算数について ７０％前後の児童が 大切だ 役に立つ

に「当てはまる」と回答し，児童なりに意義や有用性を感じながら学習しようとする意

識がうかがえる。一方，数学については，約７０％の生徒が「できるようになりたい」

，「 」「 」 。（ 「 」 ）と答えつつも 大切だ 好き は半数に及ばない いずれも 当てはまる の割合

また，平均正答率の中位層以下では 「授業の内容がわかりますか」の回答から，自分，

の理解の程度に自信がもてない状況がうかがえる。

４ 算数・数学の指導の改善

ア 算数では特に「図形」や「量と測定」で，図形の面積や構成要素の大きさを数値

化したり，その逆の思考をしたりする活動について，既知の図形との関連を図りな

がら作業的・体験的な活動を効果的に取り入れ，実感を伴う理解を一層図ることが

必要である。

イ 数学の「数量関係 ，特に関数では，表・式・グラフの相互の関連付けや具体的」

な事象との関連付けを十分に図る指導を一層工夫し，関数的な見方や考え方を広く

活用できるよう，その基礎的・基本的内容をより確かなものにする必要がある。

ウ 数学の「図形 ，特に空間図形に対する感覚を豊かにするために，生徒にとって」

理解しやすい内容と関連付けたり，日常生活の空間を考察対象の図形と見立てて観

察・考察したりして，実感を伴った理解ができるよう一層工夫する必要がある。

エ 上記のような指導の工夫により，基礎的・基本的な知識や技能のより確実な習得

を図るとともに，学ぶ意義や有用性を実感させ，数学への学習意欲を高めていく必

要がある。また，理解している生徒としていない生徒が同じように自信を持てるよ

う，自己評価の方法にも工夫が必要である。

５ 特色ある取組（文部科学省指定の研究校）

◎市川市立菅野小学校（伝え合う力を養う調査研究事業）

◎八千代市立村上東中学校（学力向上拠点形成事業）

図４ 中学校数学における領域別平均正答率の全国との比較（％）

図３ 小学校算数における領域別平均正答率の全国との比較（％）
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Ⅴ 東葛飾教育事務所地域の結果の概要と指導の改善

本教育事務所は，県北西部に位置し６市２１２校を擁している。平成１９年度の学力

向上に関する重点目標は，基礎的・基本的内容の確実な定着と個性を伸ばす教育の充実

及び地域や学校の実態に即した研修の充実である。指導目標の明確化と指導方法の工夫

・改善，評価規準の改善と指導と評価の一体化，個に応じた指導の一層の充実 「総合，

」 ， 。的な学習の時間 の工夫・改善などを具体的な目標として 様々な取組が行われている

１ 国語の結果の概要

国語の校種・教科区分別平均正答率の

結果（図６）からみると小学校国語Ｂに

おいて若干良好な結果であるが，総じて

小・中学校ともに国語Ａ・Ｂにおいて，

全国的な状況とほぼ同じ結果を示してい

る。

領域別に平均正答率をみると，小学校

では，国語Ａ「言語事項 ，中学校では，」

国語Ａ・Ｂともに「書くこと」に課題が

あることがわかる。

質問紙調査の結果からは，小・中学校

ともに「国語の勉強は大切 「将来，社会に出たときに役に立つ」に対して 「当」 ，

てはまる」と答える割合が高く，国語を学ぶ必要性を感じていることがわかる。

一方「国語の勉強は好き」に「当てはまる」と答えた割合は 「大切 「役に立， 」

つ」よりも，小・中学校ともにおよそ３割低くなる。児童生徒の興味・関心を喚

起する授業展開を心がけ，児童生徒が主体的に活動しながら，基礎的・基本的内

容を定着できるような授業方法の工夫・改善が一層望まれる。

２ 国語の指導の改善

ア 小学校の「言語事項」では，接続語に着目することで文のつながりや段落相互の

関係をつかませ，文章の構成を図に表現させたい。また，漢字の学習については，

漢字が表意文字であることに留意させて，文章を読み取っていく中で意味を想像さ

せたり，語句の使い方に注目させたりする学習を通して，漢字に対する興味・関心

を高めながら語彙の拡充を図りたい。

イ 中学校では 「書くこと」の充実を図りたい。文章には，論説文や意見文等，様，

々な文章の形態があるので，それぞれに応じて適切な構成を考えながら，工夫して

書くことを身に付けさせていきたい。その際，できるだけ日常生活と関連付けて相

手意識や目的意識を明確にしながら文章を書く機会を設けていきたい。手紙等，読

， ， ，み手が明確な文章を書かせる場合 正式な手紙文に必要な頭語や結語 時候の挨拶

後付等などの形式についても指導を加え，理解を深めさせていきたい。

ウ 小・中学校ともに，図表・グラフや身近な活字素材から情報を読み取ったり，自

分の考えをまとめたりすることを意図的に指導していきたい。
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図５ 校種・教科区分別平均正答率
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３ 算数・数学の結果の概要

算数・数学の校種・教科区分別平均正答率の

結果を右図に示す。算数Ａ・Ｂは，ともに全国

的な状況と比べ若干良好な結果である。数学Ａ

・Ｂについては，全国的な状況との関係におい

てほぼ同じ結果であった。

領域別に平均正答率をみると小・中学校とも

に「数量関係」に課題がみられる。小学校「数

量関係」では （１）伴って変わる２つの数量，

について，関係を表にまとめたり，変化の規則

性を読み取ったりすること （２）百分率の意。

味を理解させ，目的に応じてグラフが表す情報を

確実に読み取ること等があげられる。中学校「数量関係」では （１）表，式，グラフ，

による表現を相互に関連させながら反比例の意味を理解させること （２）確率につい。

ての理解をさせることがあげられる。

質問紙調査の結果から，問題解決にあたっては，与えられた条件を吟味し，問題を解

決する過程で筋道立てて考えさせたり，式やことば，図に表現させたりしていくことが

課題である。

４ 算数・数学の指導の改善

ア 算数「数量関係」では，２つの数量を関係付けたり，変化の特徴をとらえる見方

をもう少し伸ばしたい。特に「関数の考え」については，低学年からその素地を育

む経験をさせるとともに，変化や対応の規則性を読み取る場面や表，式，グラフな

どに表現していく場面を多く取り入れた指導をすることが必要である。また，百分

率の意味を確実に理解させ，目的に応じてグラフが表す情報を読み取ったり，他教

科の学習内容と関連させながら活用させたりすることも必要である。

イ 数学「数量関係」では，確率の意味について，実験を通して体験的に理解させる

とともに，数え忘れや重なりがないように起こり得る場合の整理の仕方を理解させ

ることが必要である。また，２つの数量の変化や対応について表，式，グラフによ

。る表現をそれぞれ関連させながら反比例の意味を理解させていくことも重要である

ウ 小・中学校ともに，自ら課題を見つけ，自ら学び，自ら課題を解決する問題解決

， 。 ，的な学習を通して 数学的な見方や考え方を育てていくことが重要である さらに

指導計画を立てる際には，児童生徒の実態に応じて工夫することも必要である。ま

た，日常的な学習の中に，観察，操作，実験等を通して，ものごとの関係やきまり

を見つけ出すなどの数学的活動を意図的に取り入れていくことも必要である。

５ 特色ある取組

◎流山市西初石小学校( ) 流山市研究指定校04-7154-5863
◎我孫子市立湖北台東小学校( ) 学力向上拠点形成事業04-7187-2951
◎松戸市立松ヶ丘小学校( ) 松戸市研究指定校047-361-2238
◎野田市立みずき小学校( ) 学力向上拠点形成事業04-7121-4311
◎野田市立南部中学校( ) 学力向上拠点形成事業04-7122-2508
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Ⅵ 北総教育事務所地域の結果の概要と指導の改善

本教育事務所は，県北東部に位置し１８市町村２７３校を擁している。平成１９年度

は 「うるおいのある活きた学力」の育成に向けて(１)基礎・基本の徹底(２)学習意欲，

。 ，の喚起(３)思考力・表現力の育成(４)指導目標の明確化を重点としている 本域内では

学力向上拠点形成事業，個に応じた指導，読書活動の推進等，多様な取組がなされてい

る。

１ 国語の結果の概要

，本域内の教科区分別正答率を全国との関係でみると

小・中学校ともほぼ全国並みの結果であり，全国の課

題である知識を踏まえた活用力の育成は本域内でも課

題である （図７参照）。

領域別にみると「書くこと」に課題がある。小学校

では整理して書いたり，自分の考えを与えられた条件

に応じて書いたりすることが不十分である。中学校で

は自分の考えをある程度書いているが，今後情報に基

づいて判断し明確に表現するという点を伸ばしたい。

「言語事項」についても全国とほぼ同様の結果であ

るが，文の書き換え，文脈に即した語句の意味や敬語

の使い方に課題がみられる。

質問紙調査の結果は千葉県とほぼ同じ傾向を示している。小・中学校とも「国語が好

き」は約６０ だが 「国語は大切だ」は約９０ に上る 「授業がわかる」は小学校約% %， 。

７７％，中学校約６３％である。意識的に「いろいろな読み方の工夫」したり 「自分，

の考えを書く・話す等をしている」児童は約４３～６０％で，中学校生徒では約４０～

６７％とあまり高くない。したがって，児童生徒の実態に即した授業内容や方法を工夫

・研究して「意欲の持てる授業・わかる授業」を継続していくことが必要である。

２ 国語の指導の改善

当地域では，小・中学校とも「読むこと」の向上を目指した取組が多くみられる。そ

こで，当調査によって課題として表出した「書くこと」についての改善を踏まえた確か

な学力の定着に向けて，次のように各領域の関連を図った指導が考えられる。

ア 課題意識を持って読ませ，多様な読み方を身に付けさせる。個人で読む場と集団

で交流する場を構成して，読む楽しさを味わわせる。個人の読みをノートに書かせ

たり，互いの読みを比較検討させたりすることで，総合的な力としての読む力を伸

ばす。また，自己表現力の育成も図る。

イ 題材を工夫して，全ての児童生徒に書こうとする意欲を持たせる。さらに，学習

指導要領「書くこと」の内容を定着させ，さまざまな条件に応じて書けるという自

信につなげたい。

ウ 授業と日常生活の両面から言語意識を持たせる。語の意味や働きを単語で理解す

るだけに留まらず，読書や手紙の書き方等を通してさまざまな文脈に即して思考さ

せ，活用させる。
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３ 算数・数学の結果の概要

本域内の算数の結果は，算数Ａの「数量

関係」が全国平均正答率を若干上回ってい

るものの，算数Ａ・Ｂともに各領域にわた

って，全国平均との差はほとんどない。

また，数学の結果も，数学Ａの全領域と

数学Ｂの「図形」において，全国平均正答

率に２ポイント弱およばないものの，おお

図８ 校種・教科区分別平均正答率（％）むね全国平均並である。

算数Ｂ－３－(２)の問題に答えるとき，あなたは 上位 中位 下位質問紙調査では，小・中学校とも

（児童質問紙 ） ｸ゙ ﾙー ﾌ゚ ｸ゙ ﾙー ﾌ゚ ｸ゙ ﾙー ﾌ゚に正答率の低かった児童生徒の中で どのように考えましたか Q87

71.2 51.7 26.2「 」「問題の意味が分からなかった 問 10年ごとの棒のまとまりの大きさを見て考えた

26.7 39.1 31.4題を解こうとしなかった」と答えた 一つ一つの棒の長さを見て考えた

2.0 7.2 14.4子どもが突出している（表４)こと 10年ごとのおよさの人数を求めた

0.2 0.9 12.9が示され，学びたいという意欲をさ 問題の意味は分かったが変化の様子が分からなかった,

0.0 1.0 10.4らに引き出しながら，学び方を身に 問題の意味が分からなかった

0.0 0.1 4.7付けさせ確かな学力の向上を図るこ 問題を解こうとしなかった

表４ 学力三層における児童質問紙Q８７の回答状況（％）とが，課題として明らかになった。

４ 算数・数学の指導の改善

国立教育政策研究所から出された解説資料の中の「学習指導にあたって」を参考に，

学校や児童生徒の実態に合わせて，指導改善を図っていくことが大切である。

また併せて，児童生徒の学習意欲の向上や学び方の習得のために，小・中学校ともに

以下について更なる授業改善を図ることが重要である。

ア 千葉県学力状況調査の結果で示している「 思考し，表現する力』を高める学習『

プロセス［見出す・調べる・深める・まとめ上げる 」を参考に，児童並びに生徒］

主体の授業構成に努める。

イ 一斉指導のよさを生かすなど，多様な考え方を認め合い深め合える場面を多く取

り入れるよう努める。

ウ 算数（数学）的活動を取り入れ，数学的な見方や考え方のよさを実感させると共

に数学的な感性を育てるように努める。

エ 適切な児童生徒の実態把握を行い，学習内容に関する既習事項の振り返りと適用

問題を行い，知識・技能面の基礎的な学力の定着を図る。

オ 小学校算数から中学校数学へのスムーズな移行・転換が行われるように，学習内

容の系統性だけでなく，学習素材や教材の系統性や指導方法にも目を向け，小・中

学校の接続についての工夫が必要である。

５ 特色ある取組

（ ）◎佐倉市立佐倉小学校（国語・算数） ◎香取市立佐原小学校 国語・算数

◎四街道市立八木原小学校（国語） ◎佐倉市立青菅小学校(算数)

◎香取市立瑞穂小学校(国語) ◎匝瑳市立須賀小学校(算数)

◎匝瑳市立八日市場小学校(国語) ◎八街市立八街北中学校(数学)
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Ⅶ 東上総教育事務所地域の結果の概要と指導の改善

本教育事務所は，県東部に位置し，１７市町村１３８校を擁している。平成１９年度

の取組の重点は （１）わかる楽しい授業の創造（２）小・中高連携教育の推進（３），

指導力のある教師の育成（４）地域ぐるみ教育の推進である。本域内では，学力向上拠

点形成事業や学校独自の学力向上に向けた，様々な特色ある取組がなされている。

１ 国語の結果の概要

本域内の結果を全国的な状況との関係において

みると （図 ， ）小・中学校ともほぼ同じ傾， 10 11
向であり，特に，国語Ａに関してはほぼ全国と同

じ傾向で，国語Ｂについては若干及ばない程度で

あった。

， ，領域ごとにみると 小学校では国語Ａ・Ｂとも

「読むこと」に若干課題があり，さらに，国語Ｂ

に関しては「書くこと」についても課題となっ

た。中学校では，国語Ａ「書くこと」では，全

国の平均正答率を上回る結果となったが，国語Ｂ

，「 」「 」「 」に関しては 書くこと 読むこと 言語事項

について若干課題がみられた。小学校では「読む

」， 「 」 ，こと 中学校では 書くこと の領域において

それぞれ活用面での課題がみられる。

また，質問紙調査の結果から小学校では 「絵，

や写真，図や表，グラフ」からの読み取りや「二

つ以上の資料や文章」を比較して読むことに課

題があり，中学校では国語の授業の対する「意

欲や有用感 ，授業の中での「話し合いや意見交換」が課題である。」

２ 国語の指導の改善

ア 小学校では 「読むこと」で，特に，目的や意図などに応じて，文章の内容を的，

確に押さえながら要旨をとらえることに課題があり，必要な資料（文章）について

内容を大きくまとめる力や細かい点に注意して文章を読む力の育成が必要である。

イ 小学校では，理由や根拠を要約する力を身に付け，事実と筆者の意見との読み分

けや，その意見に対する自分の考えや立場を明確にできるようにすることが必要で

ある。

ウ 中学校では 「書くこと」において，情報を読み取り，文章の結論につながるよ，

うに書くことに課題があり，統計資料などでは，データ（グラフ・図など）と文章

の記述などの対応の仕方を正確に読み取る力や，目的や意図に応じて効果的に情報

を読み取る力を身に付け，それらを根拠として，相手に分かりやすい文章構成で論

理的に書く力（表現力）の育成が必要である。
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３ 算数・数学の結果の概要

本域内の結果を全国的な状況との関係において

みると，算数Ａ・Ｂは，ともに全国の平均正答率

， ，とほぼ同じ傾向を示しているが 数学Ａ・Ｂでは

ともに若干及ばない結果である。

教科区分別では，小学校は「活用」にやや課題

があり，中学校は 「知識 「活用」ともに課題が， 」

あることが分かる。

さらに 領域別にみると 算数Ａ・Ｂとも 数， ， 「

」 ，量関係 は全国の平均正答率を上回っているが

数と計算 では 活用 よりも 知識 に 量「 」 ，「 」 「 」 ，「

」「 」 「 」 。と測定 図形 では 活用 に課題がみられた

数学では，特にＡ・Ｂともに「数と式 ，数学Ｂ」

の「図形」の問題に課題がみられた。

また，質問紙調査の結果から小・中学校とも，

「学習したことを生活の中で活用できないか考え

る 「将来，社会に出たときに役に立つと思う」」

などの「活用や有用感」に課題がみられる。

４ 算数・数学の指導の改善

ア 小学校では，知識・技能の定着を図るため

の補充・発展的な問題の扱い，量感や図形に対する見方・考え方を育てるための算

数的活動を積極的に組み入れた授業の工夫が一層求められる。

イ 中学校では，特に 「数と式 「図形」に大きな課題があることから，実験や操作， 」

「 」活動の時間を十分確保しながら数学的コミュニケーションを高めていく 練り上げ

の場の工夫や個人差に応じた指導に重点をおいた授業の改善が必要である。

ウ 小・中学校ともに生活場面から学習素材を開発し，数学的に考えることの楽しさ

を味わわせ，有用感を高めていく授業の改善が必要である。

５ 特色ある取組（学力向上拠点形成事業）

◎東金市立西中学校 確かな学力を身に付けさせるための指導のあり方

◎茂原市立本納中学校 基礎・基本の確実な定着，評価方法の工夫，自ら学ぶ

学習態度の育成

◎いすみ市立国吉中学校 個に応じた「確かな学力」の向上を目指し，生きぬく

力を培う生徒の育成

◎勝浦市立勝浦小学校 総合的な読解力を向上させるための指導方法の改善と

指導力の向上
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Ⅷ 南房総教育事務所地域の結果の概要と指導の改善

本教育事務所は，県南部に位置し，８市１町２１４校を擁している。平成１９年度の

重点目標は （１）一人ひとりの教育的ニーズに対応した教育の推進（２）市町・学校，

が創意工夫を凝らしながら効果的で特色ある教育が推進できるよう支援（３）信頼され

る学校づくりである。本域内では，学力向上拠点形成事業，伝え合う力を養う調査研究

事業，理数大好きモデル地域事業等，さまざまな学力向上の取組が行われている。

１ 国語の結果の概要

本調査の結果を領域別にみると，特に「書

くこと」の力を高める必要性が明らかになっ

た （図１３）。

設問別にみると，小学校では 「情報の中か，

ら必要な事柄を取り出し，新聞の一部に注意

点として書き換える力 「自分の考えを決め」，

られた字数で，記事として具体的に提案する

力」が十分身に付いているとは言えない。中

学校では 「作品の内容や構成，表現上の特色，

を踏まえ，自分の考えを書く力 ・ 手紙を書」「

くための知識」が十分身に付いているとは言えない。

質問紙調査では，小学校では，約９０％の児童が「国語の勉強は大切」だと思ってい

るが 「国語の勉強は好き」は５７％である（ どちらかといえば」を含む 。中学校も， 「 ）

同じ傾向であるが 「国語の勉強は好き 「国語の授業の内容はよく分かる」と回答し， 」

た生徒が千葉県全体と比べて多い（ どちらかといえば」を含む 。「 」）

２ 国語の指導の改善

調査結果を踏まえて，次のような「書くこと」の授業を構想したい。

ア 小・中学校とも，書く機会を増やし，書くことに慣れさせたい。また，授業に，

文章を読んで考え，自分の考えを書く時間を位置付けたい。

イ 小学校では，別の立場（例えば新聞記者）になって書く力や与えられた条件に応

じて書く力を育てる必要がある。読み取った内容を，目的に応じて文章の形式や字

数などを考えて 「書き換える」学習を取り入れたい。相手や目的や字数を意識し，

て記事を書く新聞作りの活動は，他の領域の学力向上にも波及し，様々な効果が期

待できる。

， ， ，ウ 中学校では 文章を評価しながら読み 文章に対する自分の意見をしっかりもち

根拠を明確にして，論理的にわかりやすく書く力を育てる必要がある。その際，内

容だけでなく，文章全体の構成や論理など表現の仕方についても評価の対象とした

。 ， ， 。い さらに 複数の文章から共通点や違いを読み取り 評価する学習も考えられる

また，手紙文を書かせることを通して，手紙文の形式についても習得させる必要が

ある。

エ 小学校では，子どもの興味・関心に配慮したわかる授業づくりに努め，国語を学

ぶ大切さを伝えることが大切である。また，中学校では目標を明確にし，指導と評

価の一体化を図り，確かな学力を育成していくことが望まれる。
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３ 算数・数学の結果の概要

本域内の平均正答率を教科区分別にみる

と，小学校は「活用」に課題があり，中学校

は基礎的・基本的内容をさらに身に付ける必

要があると同時に 「活用」についても課題，

。 ，があることがわかる 領域別正答率の結果を

全国及び千葉県との関係においてみると，小

学校では，Ａの領域は比較的良好であり，特

に「数量関係」はよい。しかし，Ｂの「数量

関係」に課題が残る(図１４ 。中学校では，）

Ａの基礎的・基本的内容については各領域を

通して，さらに定着を図る必要があり，正答

率の低かった生徒への対応が必要である。数

学Ｂについては，特に「図形」についての課

題が大きい(図１５)。質問紙調査の結果から

は，小・中学校ともに与えられた条件から式

や言葉・図を使って問題を解決することに苦

手意識がある。また，算数・数学の必要性や

有用性についての意識もやや弱い傾向を示している。

４ 算数・数学の指導の改善

ア 小・中学校ともに，算数・数学と日常生活との結びつきを十分に意識させせるこ

とが大切である。児童生徒が具体的な事象の中から問題解決の糸口となる数量を見

つけ出し，単純化して傾向をつかむような算数・数学的な表現活動を行い，分かり

やすく説明する活動を教師が授業の中で多く実践することが必要である。

イ 中学校の「図形」は，実験や実測などを通して図形の性質を理解させることが必

要であり，特に指導に力を入れなければならない。また，証明問題では証明過程の

誤りを発見し，訂正を行う学習を取り入れて，見直しをすることを授業の中で実践

することが必要である。

ウ 中学校では，正答率の低かった生徒に対する指導形態の工夫や計画的な支援の必

要がある。このことに関連して，学習内容の系統性をふまえ，小・中学校が連携し

て指導に取り組むことも大切である。

エ 基礎的・基本的内容を実社会での事象と関連させながら習得させ，算数・数学の

有用性を感じさせると同時に，工夫のある操作活動を用いて，論理的に物事を考え

る力を育成していくことが大切である。

５ 特色ある取組（学力向上拠点形成事業 推進校）

◎市原市立五所小学校（研究協力校 八幡小学校 石塚小学校 八幡中学校）

◎鴨川市立天津小学校（研究協力校 小湊小学校 安房東中学校）

◎君津市立周西中学校（研究協力校 大和田小学校 坂田小学校）

◎富津市立佐貫中学校（研究協力校 佐貫小学校）
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Ⅸ 平成１９年度 全国学力・学習状況調査の概要

１ 調査の目的

（１）全国的な義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から，各地域における

児童生徒の学力・学習状況を把握・分析することにより，教育及び教育施策の成果

と課題を検証し，その改善を図る。

（２）各教育委員会，学校等が全国的な状況との関係において自らの教育及び教育施策

の成果と課題を把握し，その改善を図り，併せて児童生徒一人一人の学習改善や学

習意欲の向上につなげる。

２ 調査の対象学年

小学校第６学年，特別支援学校小学部第６学年

中学校第３学年，中等教育学校第３学年，特別支援学校中学部第３学年

３ 調査の内容

（１）教科に関する調査

ア 国語Ａ，算数・数学Ａ・・・主として「知識」に関する問題

・身に付けておかなければ後の学年等の学習内容に影響を及ぼす内容

・実生活において不可欠であり，常に活用できるようになっていることが望まし

い知識・技能など

イ 国語Ｂ，算数・数学Ｂ・・・主として「活用」に関する問題

・知識・技能等を実生活の様々な場面に活用する力などにかかわる内容

・様々な課題解決のための構想を立て実践し評価・改善する力等にかかわる内容

（２）生活習慣や学習環境に関する質問紙調査

ア 児童生徒に関する調査

学習意欲，学習方法，学習環境，性格の諸側面等に関する調査

イ 学校に関する調査

指導方法に関する取組や人的・物的な教育条件の整備の状況，児童生徒の体力

や運動能力の全体的な状況に関する調査

４ 調査日時

平成１９年４月２４日（火）

５ 本調査の留意点

全国学力・学習状況調査により測定できるのは，学力のうち特定の一部分であり，

教育活動の一側面に過ぎないことに留意する。
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（参考）

Ｈ１９全国学力・学習状況調査について

http://www.pref.chiba.jp/kyouiku/shidou/zenkoku_gakuryoku/index19.htm
「ちばっ子」の学力向上をめざして

http://www.pref.chiba.jp/kyouiku/shidou/zenkoku_gakuryoku/h19/mezasite.pdf
「学力格差にどう立ち向かうか」

http://www.pref.chiba.jp/kyouiku/shidou/zenkoku_gakuryoku/h19/doutachimukau.pdf
Ｈ１８千葉県学力状況調査

http://www.pref.chiba.jp/kyouiku/shidou/gaku_chousa/h18.html

おわりに

この小冊子は，全国学力・学習状況調査を活用し，各地域・学校が自らの課題を発

見するプロセスのためのモデルを提供するという役割を持っている。各教育事務所ご

との単なる結果の分析報告ではなく，全体を通して読むことにより，学力向上の方策

に対する検証と改善のためのさまざまな視点を見つけ出すことが真のねらいであると

考えなければならない。

児童生徒の学力向上のために，教育行政や学校，教員が果たさなければならない役

割は限りなくある。Benesse教育研究開発センターが，同センター『学力向上のための

基本調査2004』(中間報告)http://benesse.jp/berd/center/open/report/gakuryokuko

ujou/2004/chukan/index.htmlで示した「総合学力モデル」は 「学力とは何か」に対，

する仮説の一つと見てよいが，各学校での学力向上のためのシステムづくりの参照項

目という側面も併せ持っている。ここでは詳細に紹介できないが，例えば学力の一要

「 」 ， 「 」「 」素として 学びの基礎力 があり それがさらに 豊かな基礎体験 学びに向かう力

「自ら学ぶ力 「学びを律する力」に分けられている。各学校はこれらの力をつけるた」

めのシステムが十分に機能しているか，検証する必要がある。

中央教育審議会による「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学

習指導要領等の改善について （答申）が平成２０年１月に発表された際にも，各マス」

コミによって 「授業時数増 「円周率によって象徴される学習内容の復活 「総合的な， 」 」

学習の時間の後退」という側面が強調されて報道された。経済協力開発機構（ＯＥＣ

Ｄ）が 「知識基盤社会」に必要な能力として定義し，ＰＩＳＡ調査の概念的な枠組み，

として位置付けた「主要能力（キーコンピテンシー 」や 「思考力・判断力・表現力） ，

（の育成のために学習活動 「各教科における言語活動の充実」などには，さほど目）」

が向けられていない。これからの時代に重要となるこれらの力は，今回の全国学力・

学習状況調査のＢ問題や平成１８年度千葉県学力状況調査の「思考力 ，さらには「総」

合的な学習の時間」が本来めざした力に底辺でつながっている。そして，各地域や学

校，教員の創意によって，新しい学習内容や方法を開発すべき余地は，いまだ十分に

残っている。

学力向上専門委員会委員

千葉大学教育学部教授 伊 坂 淳 一


