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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 ▼

△（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）

グラフから必要な情報を読み取
り、事象を数学的に説明するこ
とができる。

今回の調査における課題

数量の大小関係を不等式に表す
ことができる。

緊急地震速報を受け取ってから
Ｓ波による揺れが始まるまでの
時間が最も長い観測地点を指摘
できる。

今回の調査における課題

「図形」

「数と式」

「資料の活用」

「数量関係」

「図形」

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）

△（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

分数で表した後、文字も数と同様に約分できることを確
認する場面の設定。

事象において比べようとする数量に着目し、それらを数
や文字を用いた式で表し、不等号を用いて数量の大小関
係を適切に表せるようになる指導の工夫。

単項式同士の除法の計算ができ
る。

与えられた資料から中央値を求
めることができる。

目的に応じて収集したデータから状況を把握し、問題解
決の過程を通して、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工夫。

今回の調査における課題

語句の意味を理解し、文脈の中
で適切に使うことや接続詞の働
きについて理解すること。

0

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）

話合いの話題や方向を捉えて、
的確に話すこと。

伝えたい事実や事柄が相手に分かり
やすく伝わるように書くことや段落
相互の関係に注意し、読みやすく分
かりやすい文章にすること。

段落が文章全体の中で果たす役
割を捉え、内容の理解に役立て
たり、あらすじを捉えたりする
こと。

改善の方向

話合いにおける互いの発言について振り返り、話の組立
て等についてそれぞれの立場から検討するなどの活動の
工夫。

意見を述べている段落とその根拠となる段落をどこに位
置付けるかを考えたり、どのような説明や具体例を加え
たらよいかを考えたりして、伝えたい事柄が十分書き表
されているか検討するなどの活動の工夫。

第2分野

《理科》

「数と式」

「資料の活用」

「数量関係」

地震の揺れの強さが震度である
こと、Ｓ波による揺れが主要動
であることの知識を身に付けて
いる。

「変える条件」に伴って変化する「変わってしまう条
件」を指摘できるようになる学習の場の工夫。

一つの要因を変えるとその他に
も変わる可能性のある要因を指
摘できる。

観察・実験から得られた情報と習得した知識・技能とを
活用して、考察につなげることができるような学習の場
の充実。

テレプロンプターのモデルの光
の道筋を検討して改善し、適切
な光の道筋を説明することがで
きる。

地震に関する知識を活用し、緊急地震速報の情報を分析
して解釈できるようになる学習の場の工夫。

地震に関する知識を身に付け、防災や減災に生かすこと
ができるようになる指導の工夫。

改善の方向

0

語句の意味や接続詞などの文法的な知識を話や文章の中
で確認したり、実際に使用するなどの活動の工夫。

改善の方向

指数を含む正の数と負の数の計
算ができる。

計算の順序を理解し、確実に計算できるようになる指導
の工夫と、理解を深めるための誤りのある計算例を取り
上げる場面の設定。

説明的な文章を読み、各段落で述べられている事柄が、書
き手の論の展開の中で果たしている役割について考えた
り、文学的な文章では、それぞれの場面の内容や場面相互
の関係を踏まえて話の展開を捉えるなどの活動の工夫。

《国語》
区分及び領域

区分及び領域

「読むこと」

「言語事項」

《数学》

「書くこと」

「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」

平成３０年度 全国学力・学習状況調査の結果と分析について

秋涼の候、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１７日（火）に小学校６年生と中学校３年生を対象に行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、札幌市の結果と共に個人票も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、その改善を図るものです。本校としての結果とその分析、及び改善に向

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併せて、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30年(2018年)10月2日

保護者の皆様へ
札幌市立光陽中学校

校長 中山 明彦



質問 番号 質問事項 差[%]
光陽 91.6
全国 73.5
光陽 93.3
全国 82.2
光陽 21.0
全国 13.9
光陽 80.7
全国 74.2
光陽 97.5
全国 91.5
光陽 97.5
全国 92.3

光陽 96.6
全国 92.1
光陽 94.1
全国 91.6
光陽 96.6
全国 95.5
光陽 73.9

全国 73.6

質問 番号 質問事項 差[%]

光陽 37.8
全国 71.0
光陽 19.3
全国 45.6
光陽 33.6
全国 53.9
光陽 52.9
全国 72.9
光陽 63.8
全国 83.6
光陽 34.4
全国 53.8
光陽 37.0
全国 55.7
光陽 63.9
全国 82.2
光陽 52.9
全国 70.6
光陽 28.6

全国 45.4

　習ったことや知っていることを使って、自分で考えることができるようにすることが課題。自ら考えた
り表現したりするなどの多様な学びを経験させ、思考力・判断力・表現力等が身に付く授業展開を心掛
け、難しいことにも挑戦する意欲を伸ばしていくよう努めます。
　また、数学や理科の学習に苦手意識をもっている生徒が多い傾向が見られます。現在本校では、全学年
の数学の授業において複数教員による少人数指導を実施しておりますが、今後も継続して、生徒の学習意
欲を高めることができるような授業づくりを目指していきます。

☆課題と改善の方向性

（３９）理科の勉強は大切だと思いますか -17.7

（４２）理科の授業で学習したことを普段の生活の中で活用できないか考えますか -16.8

（４３）理科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 -18.7

（２）先生は，あなたのよいところを認めてくれていると思いますか -18.3

（２８）数学の勉強は大切だと思いますか -19.8

（５３）
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，話の組立てなどを工夫して発表していたと思いますか -19.4

（２７）数学の勉強は好きですか -20.3

（３３）数学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 -20.0

（２９）数学の授業の内容はよく分かりますか -33.2

（２０）今住んでいる地域の行事に参加していますか -26.3

●肯定的な回答の少ないもの
肯定的な回答[%]

（２３）地域社会などでボランティア活動に参加したことがありますか 0.3

（１１）家で，学校の宿題をしていますか 2.5

（５）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 1.1

（５９）調査問題の解答時間は十分でしたか（理科） 5.2

（５５）調査問題の解答時間は十分でしたか（国語Ａ） 4.5

（８）毎日，同じくらいの時刻に寝ていますか 6.5

（５７）調査問題の解答時間は十分でしたか（数学Ａ） 6.0

（５６）調査問題の解答時間は十分でしたか（国語Ｂ） 11.1

（２５）新聞を読んでいますか 7.1

《生徒質問紙回答状況》

◎肯定的な回答の多いもの
肯定的な回答[%]

（５８）調査問題の解答時間は十分でしたか（数学Ｂ） 18.1


