
みんなで取り組む 千葉の教育

｢ちばっ子｣の学力向上をめざして
全国学力・学習状況調査

千 葉 県 学 力 状 況 調 査 の 結 果 を 活 用 し て

「うるおいのある活きた学力」を育てよう

分析結果から見えてきたもの
○朝食をとること

○家庭での会話

○テレビ等の視聴時間

○睡眠時間

○ゲームやインターネットの利用時間

等が、学力に大きな影響がある

○読書が好き

○漢字の読み書きが苦手

○自分の意見を表現するのが苦手

○「大切だと思う」に比べ「好きだ」が少ない

○言葉や式などを使っての説明が苦手

○日常生活の中のことを数学的に処理することが苦手

○ 授業研究を伴う校内研修が学力向上を支える

○「授業ボランティアの活用」などに取り組む学校は効果が出ている

○「読むこと」を大切にすることが、「記述式設問」の回答率を高める

学校の取組 ○「好きだ」「分かる」「大切だ」と感じる授業づくり

○授業研究を伴う校内研修の充実

○児童生徒一人一人の課題を明確にした指導

○「生活習慣が学力向上に大きな影響がある」ことを家庭に伝え、時間の使い方をともに考える

「千葉県教育の戦略的なビジョン」の推進

○「思考し、表現する力」を高める実践モデルプログラムの作成 ○「ちば版学習到達目標」の作成

○「学力向上・取組データバンク」の充実 ○「ちばっ子まなびフェスタ」の実施 ○研修事業の総点検

国語

算数･数学

生活習慣

学校のがんばり

学力向上プロジェクト

少人数指導の推進 子どもの読書活動推進計画 地域とともに歩む学校づくりの推進

親と子どものまなびサイト いきいきちばっ子健康・体力づくりモデルプラン

平成20年6月 千葉県教育委員会
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１ 「全国学力・学習状況調査」の分析結果から見えてきたこと

【国語】

１）漢字の読み書きについて、指導方法の工夫・改善に努める必要があります。

２）様々な文章や資料を読み解いて、自分の意見を表現する機会を増やす必要があります。

３）「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という本県の良さを、更に伸ばしましょう。

1

千葉県の小・中学校の県平均正

答率は、全国とほぼ同程度であ

り、正答数の分布状況も、全国

とほぼ同じである。
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左のグラフは「相談」とい

う漢字を書く設問の学校ごと

の正答率の分布である。

平均正答率が十分とはいえ

ず、かつ、ちらばりが大き

い。学校間の差が大きく「漢

字を書くこと」を課題とする

学校が多い。

漢字の指導方法の工夫・改善が必要

また、中学校・国語Ｂの「複数の資料を比較しな

がら読み、資料に表れているものの見方や考え方を

とらえ、伝えたい事柄や内容を明確にして書くこと

ができるか」の設問では、平均正答率が十分でなく

（県43.3%全国42.6%）、学校間の差が大きい。

指導方法の工夫・改善が必要な学校が多い。

自分の意見を表現する機会を増やす授

業づくりが必要
（例えば、複数の資料を比較し、共通点や相違点を整

理した上で自分の考えを発表させるなど、情報を整理

し、目的に応じて活用する力を身に付ける）

【全体として】

【より詳しく設問別にみると】

例えば
小学校・国語Ａ
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「読書は好きですか」

当てはまる どちらかというと当てはまる どちらかというと当てはまらない 当てはまらない

児童生徒質問紙の回答では、「読書が好

き」と答えた児童生徒の割合は、全国と比

べて高い。

「学校図書室を活用した授業を計画的に

実施している」と答えた学校の割合は、全

国と比べて高い。

また、既に、県内の約９割の学校が、朝

の読書活動を行っている。
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「学校図書館を活用した授業の計画的な実施」

実施している 実施していない

学校図書館の充実や効果的な活用を図り、読書好きな児童生徒を更に増やしたい。
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【算数・数学】

１）算数では、言葉や式などを使って説明する指導の充実が必要です。

２）数学では、日常生活とのつながりを持たせる指導が必要です。

３）算数・数学を好きにさせる授業展開が必要です。

千葉県の小・中学校の県平均正

答率は、全国とほぼ同程度であ

り、正答数の分布状況も、全国

とほぼ同じである。
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左のグラフは、小学校・算数

Ｂの「式の形に着目して計算結

果の大小を判断し、根拠となる

考えを説明できるかどうか」の

設問の学校ごとの正答率の分布

である。

県・全国とも平均正答率が十

分とはいえず、学校間のちらば

りが大きい。このような設問の

学習に課題がある学校が多い。

言葉や式などを使って説明する

指導の充実が必要である。

（例えば、これまで学習したことや、すで

に分かっていることを基にして「Ａだから

Ｂとなる」など、根拠を明らかにして説明

する活動を取り入れる）

【全体として】

【より詳しく設問別にみると】

例えば
小学校・算数Ｂ



みんなで取り組む 千葉の教育
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4

左のグラフは、児童生徒質問紙の

・「算数・数学が好きか」

・「授業がよく分かるか」

・「算数・数学は大切だと思うか」

の３つの設問の回答を集計したもので

ある。

「大切だ」と思っている児童生徒

の割合に比べ、 「好きですか」「よ

く分かるか」の設問への肯定的な回答

の割合が低い。

「好きだ」「分かる」と

感じる授業づくりが必要で

ある。
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中学校・数学Ｂの「理科実験で得られた

数値に基づくｘ、ｙの点の並び方から、グ

ラフの特徴を説明する設問」では、県・全

国とも平均正答率が低く、学校間のちらば

りが大きい。

日常的な場面や、他教科の学習の場面に

おいて、実際のデータを基に、数学的な表

現や処理をすることができるようにし、そ

れらを用いて数量関係の特徴を分かりやす

く説明することが大切である。

日常生活の中で、数学の

学習を活かす指導が必要で

ある。
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【学校での取組】

１）授業研究を伴う校内研修を多く実施した学校ほど、特にＢ問題（主として「活用」に関する問題）で正答率が高い傾向が

あります。

２）外部講師や授業ボランティアの活用が行われている学校は、児童生徒の学力が平均以上であり、児童生徒のばらつきが少

ない傾向が見られます。

３）記述式問題に対する無回答に対し、「読むこと」のほうが「書くこと」より関連が強いことから、読書などが大切と考え

られます。

5
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算数B

学校平均正答率の値

小学校
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11回以上

0

授業研究を伴う校内研修の回数が増

えると、小・中学校とも学校平均正答

率の値が高くなる。

「授業研究を伴う校内研修」は、効

果があるといえる。

「授業研究を伴う校内研
修」は若手教員の授業力を
向上させるためにも大切で
ある。

【授業研究を伴う校内研修の回数との関連】

44 46 48 50 

国語A

国語B

数学A

数学B

学校平均正答率の値

中学校

0～2回

3～6回

7～10回

11回以上

0

上のグラフでは、正答率を統計的に処理した値を使って分析している。

また、塾に通う児童・生徒を除いた全児童・生徒について集計している（塾が学力に与える影響を除外し、学校

教育による純粋な効果を調査するため、通塾する児童生徒を除いて統計処理を行った）。
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左のグラフは、

・「地域の人を講師とした授業」

・「ボランティアによる授業サポート」

に取り組んでいる学校（実施校）と取り組んでいな

い学校（未実施校）に分け、それぞれで「学校平均

が県平均値以上、かつ児童生徒の学力のばらつきが

県平均より小さい」学校の割合を比較した。

相対的なものではあるが、こうした活動に取り組

む場合、児童生徒の平均値が高く、ちらばりが小さ

いことが多い。

地域人材の活用が学力向上に有効に働いていると

見られる。

地域の実情に応じて外部講師やボラン

ティアを活用することが効果的である。

【地域人材の活用との関連】
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「外部講師の活用」と
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「授業ボランティアの活
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割合

【「読むこと」を大切にすることと「記述式設問」の回答率との関連】

国語の「読むこと」の正答率の低いグループで

は、数学の記述式問題での無回答率が高い。

「書くこと」より「読むこと」の影響が大きいと

言える。

読むことを大切にする取組により、記

述式設問にも挑戦できるようになる。
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【小学生の家庭学習時間・睡眠時間と、算数Ａの正答率との関連】

7

平日の学習時間

3時間
以上

2-3時
間

1-2時
間

30分-1
時間

30分未
満

全く
しない

平

日

の
睡

眠

時

間

10時間以上 46.4 46.5 46.9 46.4 42.3 37.1 

9-10時間 52.1 51.3 50.9 49.6 47.5 43.6 

8-9時間 54.8 52.7 51.6 50.5 48.4 44.7 

7-8時間 56.1 52.1 50.8 49.1 47.5 43.7 

6-7時間 56.0 50.9 49.0 46.9 45.4 41.8 

6時間未満 53.1 48.5 44.4 43.3 41.5 37.0 

【生活習慣】

１）家庭学習と適度な睡眠が、学力を向上させます。

２）「親との会話が多い」「家の人と朝ご飯を一緒に食べている」「テレビ視聴などのルールを決めている」など家庭環境の

要素も、学力の向上に関係があります。

３）家庭で学校の宿題をしている児童生徒ほど、記述式問題に対する無回答率が低い傾向が見られます。

左の表は、家庭学習時間と睡眠時間ごとの算数の

平均正答率を表にしたものである。

家庭学習を「全くしない児童」と「30分未満の児

童」（少しでも学習する児童）の間で大きな正答率

の差が見られる。

数値は、平均を50とした値に換算している。

表の網掛け部分が平均以上の正答率の児童である。

毎日、少しずつの学習でも効果がある。

また、適度な睡眠時間が必要である。
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左のグラフは、中学校・数学Ｂについて、生徒を

４つの層に分け、正答数の多い順に上位からＡ層・

Ｂ層・Ｃ層・Ｄ層としたものである（人数比率によ

り25％刻みで４つの層に分けている）。

「家の人と学校での出来事の話をしていますか」

の質問については、「している」＋「どちらかとい

えばしている」の回答は、Ａ層で60.7%、Ｄ層で

48.5%。

「どれくらいの時間、テレビゲームやインター

ネットをしますか」の質問については、「１時間よ

り少ない」＋「全くしない」の回答は、Ａ層56.8%、

Ｄ層46.1%。

また、数学と生徒質問紙回答を基に、より高度な

分析を実施した結果、「親との会話が多い」「家の

人と朝ご飯を一緒に食べている」「テレビ視聴など

のルールを決めている」ことが学力に影響を与えて

いることも確かめられている。

家庭での生活習慣が大きく影響している。
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【家庭生活との関連】
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0

左のグラフは「一週間の学校外での勉強時間」と「部活動あり・なし」との関係を調べたものである。

部活動をしている生徒のほうが、学校外での勉強時間が多い。部活動により家庭での自由時間が少なく

なるが、その短い時間を工夫していると予想される。時間の有効活用が重要である。

また、家庭で学校の宿題等を行っている児童生徒ほど、記述式設問への「無回答率」が低いことが確か

められている。自分で学習する習慣を身につけることが大切である。
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２ 「県学力状況調査」の分析結果から見える指導の改善の方向

9

課題１ 具体的な図や表をもとにして規則性を見つけ出す

ことはできるが、問題解決のための気づきや、日常の生

活体験の中での気づきが不足している傾向があります。

【指導の改善点】

１ 読み取る力、計算する力など基礎基本の力については、

さらに重点を置いて指導する。

２ 生活経験との関わりを考え、体験的な活動の中で問題を

発見し、その中にある構造や規則性などに気づくなど、直

感的な理解力の育成を重視した指導をする。

３ 発達段階に応じて、既知と未知、条件や状況など観点を

明確にして事象を分類整理し問題点を明らかにして、解決

方法を論理的に導く学習活動を多く取り入れる。

課題３ 見通しを立てたら、それをもとに結果を導き出す

ことはできるが、条件を 満たしているかどうか振り返る

習慣が十分には身に付いていません。

【指導の改善点】

１ 一つの解法で満足するのではなく、児童生徒から様々な

発想を引き出し、その考え方などを共有できる授業を心が

ける。

２ 結果から思考し、考え方の筋道を見直して得られた結果

の評価をする習慣を身に付けさせる。

３ どの問題にあたっても、導き出した結果が問題の条件を

満たしているかを振り返る習慣を身に付けさせる。

平成15年度より県の学力状況を把握するため、県独自で調査を行っています。

平成18年度には「思考力し、表現する力」に関して、教科の枠を超えた問題を作

成し、公立小学校５年生と中学校２年生から約５％を抽出し実施しました。詳し

い分析・結果は、県教育委員会ホームページからダウンロードできます。具体的な取組

課題２ 単一条件での思考は優れているが、複数の条件を組

み合わせ、統合化して見通し判断する力は、やや苦手で

す。

【指導の改善点】

１ 複数の条件を満たすことが必要となる問題に多く触れさ

せ、その処理能力や判断力を高める指導を心がける。

２ 体験的な活動の中で、複数の条件に目を向けたり、ある

条件の中で考えたり、必要性を持たせた場面を意図的に設

定し自ら考え、解決するような指導を工夫する。

課題４ 図表をもとに考え読み取る力は身に付いているが、

得られた結果を他に活用したり、他の人が理解できるよ

うに表現したりする力に課題が見られます。

【指導の改善点】

１ 目的や条件に応じて集めた情報を整理したり、複数の情

報を比較したりしながら筋道立てて自分の考えをまとめ、

その良さを表現する学習活動を増やし計画的に指導する。

２ 学習したことと社会生活との関連づけを常に意識した指

導を意図的・計画的に推進する。

３ 論理的に思考しまとめた考えを、相手にわかりやすく伝

える経験を多く持たせる指導を心がける。
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３ 学校として期待される取組

【学力向上の鍵は、先生方です】

○授業研究を伴う校内研修を充実させ、指導力の向上を図る

・全職員が、授業研究に取り組む

・学校内外への積極的な授業公開

・校内研修体制の整備と計画的・組織的な実施

・他校の優れた実践や取組を共有して、授業の改善と充実を図

る

○児童生徒が「好きだ」「大切だ」「わかる」と感じる授業づくり

・児童生徒の十分な実態把握に基づく、授業計画の作成

・明確な学習目標に基づく授業の実践

・知的好奇心を刺激し、学ぶ必要性が実感できる教材の工夫

・地域の人材を講師とするなど、多彩で興味深い授業の工夫

○児童生徒一人一人の持つ課題を明確にした指導

・全国学力・学習状況調査を利用（解説編の利用）

・学校としての評価規準・評価方法を明確化

・千葉県学力状況調査を活用した実態の把握

【読書は、「国語力」を育てる上で重要です】

○各教科、特別活動、「総合的な学習の時間」における学校図書館を

活用した多様な教育活動の展開

○子どもの読書状況の把握と地域・保護者との連携した読み聞かせ

等、読書活動の工夫

【全国学力・学習状況調査のねらいや出題意図を家庭に伝える】

○保護者会や学校だよりなどで調査のねらいをわかりやすく伝える。

○各家庭で、学習の大切さを考え直す機会を持つよう伝える。

【家庭での過ごし方は、学力向上に大きな影響があります】

○家庭・保護者へ「生活習慣が学力向上に大きな影響がある」こと

を様々な機会で伝える。

例・家庭学習は、短時間でも毎日少しずつ行う。

・適度な睡眠時間をとる。

・テレビ視聴などのルールを決める。

・朝ご飯を一緒に食べる。

・家庭での会話を多くする。

○児童生徒が学習を家庭生活の一部に組み入れるなど、家庭での生活

時間の使い方を自分で設計できるよう、家庭との協力のもと指

導・支援する。

○文化活動やスポーツなどを奨励し、周りの人々との関わりの中で、

自己肯定感や自律心、向上心、自ら学ぶ意欲・態度を育てる。

10

「学力向上・取組
データバンク」を利
用してください。

「思考し、表
現する力」を
高める実践モ
デルプログラ
ムを活用して
ください。

「ちば版学習到達
目標」を活用して
ください。
（本年度は、中学
校1年生５教科完
成予定）

「いきいきちばっ
子生活習慣チェッ
ク表」を活用して
生活習慣の課題を
見つけてくださ
い。

より効果的な取組となるよう、ＰＤＣＡサイクルを回そう
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学校のＰＤＣＡサイクルを回そう

11

＜学校として＞
校内学力向上推進委員会 ・改善プランの策定・広報
研究推進委員会 ・校内研修会の実施計画の策定
運営委員会等 ・教育課程の提示
保護者・地域との連携案・広報計画

＜学級で＞
学級・教科経営案の完成
・具体的な取組 ・授業の約束 ・基本的な流れ

目標申告の完成
校務分掌における年間計画完成

＜学校として＞
校内学力向上推進委員会 ・プランの実施状況の把握
研究推進委員会 ・校内研修会の推進
運営委員会等 ・教育課程の進行状況の把握

・行事の推進
保護者・地域との連携促進と広報
・学校だより 保健だより ・保護者会 ミニ集会

＜学級で＞
日々の授業実践 ・校内、学年内での情報交換

・十分な授業の準備
・校内、校外での研修への参加

＜学校として＞
校内学力向上推進委員会 ・改善プランの検討
研究推進委員会 ・校内研修会の見直し・計画
運営委員会等 ・教育課程の検討

・行事の見直しや検討
＜学級で＞

学級・教科経営案の作成
・個々の児童の状況把握 ・家庭訪問等による状況把握
・児童生徒の実態に即したものへ

目標申告の吟味・作成
校務分掌における改善案

＜学校として＞
校内学力向上推進委員会 ・全国学力・学習状況調査結果

・千葉県学力状況調査等の活用
研究推進委員会 ・日々の研修の確認
運営委員会等 ・教育課程の課題の発見
学校評価（外部アンケートなど）
地域・保護者へ学校公開・授業参観

＜学級で＞
全国学力・学習状況調査結果 ・個々の正誤､正答率の分布
日々の授業での評価 ・本時の目標､小テストなど
アンケート、面接・学級懇談
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４ 市町村教育委員会に期待される取組

【教員研修への支援体制づくり】

○教員の指導力向上のため、各学校での校内研修への支援

○同一校種・異校種間での授業公開など優れた授業を見合う機会

の設定

○県教育委員会の取組の活用

・「ちばっ子まなびフェスタ」を活用した学力向上の気運づくり

・「思考し、表現する力」を高める実践モデルプログラム

・小・中・高相互の授業公開※

・小・中・高等学校連携の特別授業※

・特別非常勤講師の配置※

【地域や保護者が学校に協力しやすい体制づくり】

○家庭での望ましい生活習慣が大切であることの地域や家庭への

啓発活動

○地域や保護者が積極的に授業に協力できる仕組みづくり

○部活動など地域等の人材活用の推進

○学校図書館を支える人的資源の支援や予算確保

○県教育委員会の取組の活用

・「地域とともに歩む学校づくり」の推進※

・「親と子どものまなびサイト」の広報※

・いきいきちばっ子健康・体力づくりの推進※

【その他】

○学校図書館図書の充実と支援ボランティアの育成

は、県教育委員会の事業

以下は、※の概略説明

「小・中・高相互の授業公開」

小・中・高等学校の先生が、それぞれ授業公開を行い、児童生徒の成長過程やそれ

ぞれの発達段階における授業の在り方を相互に参観し、日常の授業実践に生かす｡

「小・中・高等学校連携の特別授業」

県立高等学校の教員が、その専門性を生かし、近隣の小・中学校へ出向き授業を展

開する。豊かな感性、探究心、好奇心を大切にし、さまざまな教科への興味・関心を

高め、小中学生の創造力を育成する。

「特別非常勤講師の配置」

児童生徒一人一人の個性を生かす多様な教育活動を展開するため、優れた知識・技

能を持つ社会人を各小・中・高等学校に配置し、教科や総合的な学習の時間の指導に

活用する。

「地域とともに歩む学校づくりの推進」

学校の教室等を利用し「地域ルーム」を設置し、コーディネーターを配置して、学

校と地域との連携を図り、地域ぐるみで学校教育を支援する体制を推進する。

・「地域ルーム」、「地域とともに歩む学校づくり委員会」の設置

・地域コーディネーターの配置

・ボランティアによる学校支援活動等

「親と子どものまなびサイト」

子どもの発達段階に応じた生活習慣、学習習慣、食育等を含めた家庭教育に関する

知識や手立てを内容とする「親と子どものまなびサイト」をホームページ上に開設

し、若い保護者がパソコンや携帯電話を利用して、具体的な知識や手立てを学び、家

庭での悩みなどをメールで相談することができるようにする。

「いきいきちばっ子健康・体力づくりの推進」

「自分の健康は自分で守る」意識と実践力を身に付けるため、子どもの体力・運動

能力を多面的に把握するとともに、運動・食育・生活習慣が一体となった健康・体力

づくりを推進する。

・「いきいきちばっ子健康・体力づくりモデルプラン」の作成

・「体力アップ大作戦」リーフレットの配布

12
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５ 県教育委員会としての施策（「千葉県教育の戦略的なビジョン」の推進）

【学校・教職員への支援のための学力向上施策】

○「実践モデルプログラム」

「思考し、表現する力」を高めるためのプログラムです。試案

を公開し、すべての教科・領域において、思考し表現する力の向

上に取り組みます。

○「ちば版学習到達目標」

学習の到達状況を５段階でチェックできる「ちば版学習到達目

標」づくりを進めています。生徒が、自らの学習の到達状況を把

握し、意欲を持って主体的に学習できるようになります。

今年度は、中学校１年生の５教科を作成・公表します。

○「学力向上・取組データバンク」

県内すべての小・中・高等学校での学力向上の取組事例を検索

するデータベースを平成18年度から公開しています。

各校が課題解決の参考となる取組を検索し、活用しています。

○「ちばっ子まなびフェスタ」

「学力向上推進月間」（11月）に、地域ごとに、教職員や保護

者・地域の方々が優れた授業を参観するなど、学力向上の気運を

高めます。

○教員研修の総点検

若手教員からベテラン教員まで、教師力アップのため、新たな

研修体系の構築に向けて、研修事業を総点検します。

【優れた教職員の確保と配置】

○教職員の任命権者として、各学校の教育活動に必要な教職員を確保

し、学校の状況を熟知する市町村の内申を尊重しつつ配置

・学級編制の国の基準は40人ですが、千葉県では、学級規模の上

限を、学校の判断で38人にできるようにしてきました。また、小

学校１・２年生や中学校１年生では、上限を36人にすることも可

能になっています。

・また、習熟の程度に応じた指導や、特別な支援を必要とする児

童生徒への対応など、児童生徒一人一人に応じたきめ細かい指導

が可能となるよう教職員を配置し、地域の教育活動を支援してい

ます。（なお、様々な教育課題への対応の充実のため、教職員定

数の措置について国に働きかけています。）

【読書の支援】

○「千葉県子どもの読書活動推進計画」に基づき、読書環境を充実

【望ましい生活習慣づくりの支援】

○「体力アップ大作戦」：家族や友だちと一緒の運動の奨励

○「生活習慣チェック表」：生活習慣を自分で確認し改善

○「遊・友スポーツランキングちば」：学校全体で運動習慣を定着

【地域との連携への支援】

○「地域とともに歩む学校づくり」：学校を地域全体で支える仕組み

づくり

○「親と子どものまなびサイト」：家庭教育に役立つ情報を提供

13詳しい情報は、千葉県教育委員会のウェブサイトから(http://www.pref.chiba.jp/kyouiku/)
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６ 平成20年度の全国学力・学習状況調査の結果をどう分析したらよいか

１）正答率の低い設問については、学校として詳しい分析が必要です。

２）正答率が高い設問についても、正答できなかった児童生徒への個別の対応等、一人一人に目を向け、課

題解決の方法を考える必要があります。
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県平均31.7%

上のグラフは、平成19年度出

題の中学校国語Ａ「草木が繁茂

している（読み）」の問いにつ

いて、各学校の平均正答率の分

布を表したものである。

県平均31.7%は必ずしも十分と

はいえず、しかもその平均を下

回る学校が多い。学校としての

対策が必要である。

〔分析の観点〕
・他の漢字の読みはどうか
・書き取りの正答率はどうか
・日常の漢字の書き取りに対する指
導はどうか

・漢字に対する学習意欲はどうか
・他学年の児童生徒の漢字の習得状
況はどうか

など、さまざまな観点から分析する
中で、学校・学年の課題や、児童生
徒個々のつまずきが明らかになる。
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県平均85.8% Ｘ校

このグラフは、平成19年度出題の

中学校数学Ａの設問(２×(－３)２)の

各学校の平均正答率の分布である。

学校平均正答率が矢印の位置にあ

る［Ｘ校］の場合、比較的平易な設

問にもかかわらず、正答できなかっ

た生徒が３割近くいることになり、

一人一人の課題を捉えるよう分析す

る必要がある。

〔分析の観点〕
・九九が理解されているか
・正の数、負の数の加減乗除を理解し
ているか

・累乗の意味を理解しているか
・計算の速さはどうか
・算数・数学への学習意欲はどうか
・他学年の児童生徒の計算力の習得状
況はどうか

・習熟度別・補充的な指導の必要性は
ないか

などさまざまな観点から分析する中
で、学校・学年の課題や、児童生徒一
人一人のつまずきが明らかになる。

これらの例のように、県平均正答率が高い設問では、学校平均正答率

のばらつきは小さく、最頻値が平均値に近い値であることが多い。

また、県平均正答率が低い設問の場合は、学校平均正答率校のばらつ

きが大きく、平均値と最頻値が大きく異なることが多い。

これらに留意し課題の分析にあたる必要がある。



みんなで取り組む 千葉の教育 15

学校平均・学級平均だけに視点をおくのではなく、各児童生徒の設問ごとの正誤の状況や、ばらつき（分

布）の状況を把握することが教科の指導方法の改善につながります。
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0

左のグラフは、小学校・国語Ｂ、

算数Ｂの学校平均正答率をそれぞれ

横軸・縦軸にとり、各学校の分布を

示したものである。

図１は調査対象学年が２学級以上

ある482校のもの、図２は単学級の

245校のものである。いずれの場合

も、国語Ｂと算数Ｂに相関があるこ

とが分かる。

しかし、図２では、点のちらばり

が大きく、相関が弱い。単学級の学

校では、児童が少ないため、一人一

人の結果が大きく学校平均値に反映

されるためと考えられる。

２学級以上の規模の学校は、児童

数が多いため、グラフ上ではちらば

りは小さくなるが児童の学力は、小

規模校と同様に、ばらつきが大きい

ことが予想される。

各学級の特徴を捉え、児童生徒一

人一人の課題を把握し、指導改善に

取り組む必要がある。

図１

図2
上のグラフは、調査対象学年が２学級の小学校からランダ

ムに10校を選び、縦軸に国語Ａの設問別学校平均正答率を、

横軸に各設問ごとの県平均正答率の高い順に並べたものであ

る（２学級のデータを取り上げたのは、それが全727校中247

校と最も多いためである。）

県平均正答率の低い設問は、学校ごとの違いが大きい傾向

がある。各学校において良い点や課題を整理し、課題解決に

活かすことが必要である。

（例）・[読む]［聞く］など領域で設問を整理する

・誤答の傾向についての特徴を確認する

・設問間の関連を見直す

「平成20年度 全国学力・学習状況調査解説資料」が送付されています。問題の趣旨や問題と関連し

て今後の学習指導に参考となる内容が示されています。(http://www.nier.go.jp/08tyousa/08tyousa.htm)
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「全国学力・学習状況調査」の目的は、各地域の学校における児童生徒の学

力・学習状況の把握・分析、教育の成果と課題の検証、さらに改善に向けた計

画の策定であり、それらを通して、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が求められます。

したがって、学校の平均正答率の全国・県との比較で一喜一憂するのではな

く、各地域や学校の状況、児童生徒の抱える様々な課題等を踏まえ、真摯な思

いで学力向上に取り組む必要があります。

「1000ヶ所ミニ集会」「学校評議員会」等で、保護者や地域の方々と学力に

ついて話し合う機会を設けるなど、学校だけでなく、家庭・地域と連携した学

力向上への取組が期待されます。

「うるおいのある活きた学力」とは

千葉県教育委員会では、あすを拓く「ちばっ子」を育てるため

に、平成19年7月に策定した「千葉県教育の戦略的なビジョン」

に基づき、「うるおいのある活きた学力」を高めることに取り

組んでいます。

「うるおいのある活きた学力」とは、子どもたちが、これか

ら社会の中で力強く生きていくために役立つものであり、人生

を豊かにする知識や教養、技術など、幅広い柔軟な学力です。

これは、「確かな学力」を含み、子どもたちが学ぶ楽しさを実

感しながらいきいきとした学びの過程で獲得するものです。

「千葉県教育の戦略的なビジョン」とは

県民一人一人が主体となって、家庭・学校・地域が責任

と信頼のもとに連携・協力し、心身ともに健康で、郷土を

愛し、責任ある行動と自己表現のできる、あすを拓く「ち

ばっ子」を育てることを理念とした県の教育施策の方向性

を示した中長期の方針です。 詳しくは

http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/vision/vision.htm
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