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改善の方向

聞き手の意識を引きつけ、興味や関心を喚起する話題の
設定、文章構成、話し方などについて、相互評価によっ
て改善していく授業構成を工夫する。

問題意識を喚起し、自身の問題として文学的文章と向き
合う読解指導と表現活動を充実させる。

内容を効果的に聞き手へ伝えるために情報を取捨選択
し、効果的なプレゼンテーションやスピーチができるよ
うに資料の作成と原稿の構成を工夫させる学習活動に取

漢字の反復学習を継続するとともに、短文作りの学習活
動や日常の表現活動を通じて語句の意味を理解させる指
導を充実させる。

教材文の文章構成について考えさせ、段落相互の関係を
意識させながら意味段落単位の要旨を捉えていく学習活
動を工夫する。

今回の調査における課題

目的に応じて文章を要約した
り、文章の中心的な部分と付加
的な部分を読み分けて、要旨を
捉えることができること。

効果的な資料を作成し、その提
示の仕方を工夫し、活用して話

主として「知識」に関する問題（Ａ）

主として「活用」に関する問題（Ｂ）

聞き手の反応を意識し、分かり
やすい語句を選択して話すこ
と。

登場人物の心情や言動に注意し
て読み、内容を理解すること。

語句の意味を理解し、漢字の読
み書きを、文脈に即して適切に
行うこと。

「話すこと・聞くこと」

「書くこと」

「読むこと」

「言語事項」

「話すこと・聞くこと」

「書くこと」

《国語》
区分及び領域

「読むこと」

平成２７年度 全国学力・学習状況調査の結果と分析について

晩秋の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。また、日頃より本校の教育活動

に対してご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。

さて、本年４月２１日（火）に小学校６年生と中学校３年生を対象におこなわれました全国学力・学習状況調査の結果が８

月末に公表されました。全国、全道、札幌市の結果とともに個人票も３年生の生徒の手に渡されています。

この調査の目的は、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、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、その改善をはかるものです。本校としての結果とその分析、および

改善に向けての方向性をお知らせします。裏面の生徒質問紙への回答における全国との比較とあわせて、今後の学習等の参考

にしていただければ幸いです。

なお、本校におきましては、札幌市の他校と同様に平均正答率等の通知結果の公表はいたしませんのでご理解ください。ま

た平均正答率欄の比較対象は全国平均正答率となっています。

平成27年(2015年)11月13日

保護者の皆様へ
札幌市立光陽中学校

校長 尾 﨑 基
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区分 領域 平均正答率

物理的領域 ◆

化学的領域 ▼

生物的領域 ▼

地学的領域 △

事柄が成り立つ理由を、構想を
立てて説明できること。

今回の調査における課題

等式を目的に応じて変形するこ
とができること。

数学的に考える過程において、数学の用語を適切に使っ
て記述したり、発表したりする活動を取り入れるよう工
夫する。

証明に関する学習の中で、全体やグループの中で説明し
たり、聞いて考える活動の機会を多くして、証明の構想
を立てる指導を充実させる。

改善の方向

主として「知識」に関する問題（Ａ）
文字を用いた式で、数量の関係
を説明すること。

数量の関係を問題場面のもつ数学的な構造に着目させる
ため複数の場面を取り上げるなど、文字を使って表現し
たり、説明することの指導を充実させる。

主として「活用」に関する問題（Ｂ）

実物や具体的な模型を活用し、体積の公式をつくり出す
過程を、総合的に理解させる指導を充実させる。

項や係数についての捉え方を具体的な活動を含めて指導
することにより、等式の性質を確認し、等式の変形の理
解を深めさせる工夫をする。

立体の体積の求め方を理解する
こと。

与えられた資料から中央値など
を求めることができること。

うに資料の作成と原稿の構成を工夫させる学習活動に取
り組ませる。

示の仕方を工夫し、活用して話
すこと。

「説明する」「記述する」問題
に対して無答率が高い

求積問題は単位を含めて理解できるように演習問題に取
り組ませる指導を工夫する。

「計算して求める」問題に対し
て無答率が高い

工事に伴う影響で理科室が使用できず、延期になってい
る実験は、今後実施する予定。

理科室での観察や実験が少な
かった

習得のための反復学習や活用のための探求的な学習をバ
ランスよく授業に取り入れるなど、体系化した知識を身
につけられるよう授業を改善する。

知識の領域の正答率が低い

根拠を明確にして、論理的に文章を組み立てる練習を改
めてレポート指導の中で行い、より充実させる。

改善の方向今回の調査における課題

「数と式」

「資料の活用」

「数量関係」

「図形」

「数と式」

「資料の活用」

「数量関係」

「図形」

△（上回っている）
◇（ほぼ同程度だがやや上回っている）
－（全国平均と同じ）
◆（ほぼ同程度だがやや下回っている）
▼（下回っている）

第1分野

第2分野

《理科》

《数学》
区分及び領域

「言語事項」



質問番号 質問事項 差

光陽 94.5

全国 85.3

光陽 85.3

全国 76.6

光陽 79.8

全国 71.6

光陽 96.4

全国 89.3

光陽 84.4

全国 78.2

光陽 73.4

全国 67.9

光陽 89.0

全国 84.2

光陽 84.4

全国 79.7

光陽 65.1

全国 60.5

光陽 94.5

全国 90.6

質問番号 質問事項 差

光陽 37.6

全国 73.7

光陽 56.8

全国 83.4

光陽 64.3

全国 83.9

光陽 29.4

全国 44.8

光陽 40.4

全国 55.0

光陽 54.1

全国 68.1

光陽 45.9

全国 59.2

光陽 56.0

全国 68.8

光陽 25.6

全国 38.4

光陽 54.1

全国 64.4
(４５)

学校の授業などで，自分の考えを他の人に説明したり，文章に書いたりするこ
とは難しいと思いますか -10.3

(５) 難しいことでも，失敗を恐れないで挑戦していますか -12.8

(７６)
理科の授業で，自分の考えや考察をまわりの人に説明したり発表したりしてい
ますか -12.8

(６) 自分には，よいところがあると思いますか -14.0

(５３)
国語の授業で目的に応じて資料を読み，自分の考えを話したり，書いたりして
いますか -13.3

(２７)今住んでいる地域の行事に参加していますか -15.4

(７９)理科の授業で，自分の予想をもとに観察や実験の計画を立てていますか -14.6

(１９)家の人（兄弟姉妹を除く）は，授業参観や運動会などの学校の行事に来ますか -26.6

(７７)理科の授業では，理科室で観察や実験をどのくらい行いましたか -19.6

●肯定的な回答の少ないもの
肯定的な回答

(４３)
１，２年生のときに受けた授業で扱うノートには，学習の目標（めあて・ねら
い）とまとめを書いていたと思いますか -36.1

(８５)調査問題の解答時間は十分でしたか（数学Ａ） 3.9

(４１)
１，２年生のときに受けた授業のはじめに，目標（めあて・ねらい）が示され
ていたと思いますか 4.7

(４８)国語の勉強は好きですか 4.6

(５１)読書は好きですか 5.5

(５２)国語の授業で学習したことは，将来，社会に出たときに役に立つと思いますか 4.8

(２１)家で，学校の宿題をしていますか 7.1

(３９)
１，２年生のときに受けた授業では，生徒の間で話し合う活動をよく行ってい
たと思いますか 6.2

(８６)調査問題の解答時間は十分でしたか（数学Ｂ） 8.7

(６０)数学の授業の内容はよく分かりますか 8.2

《生徒質問紙回答状況》…全国平均との差が大きいもの

◎肯定的な回答の多いもの
肯定的な回答

(８７)調査問題の解答時間は十分でしたか（理科） 9.2


