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吹田市立第二中学校 

平成３０年度 全国学力・学習状況調査 調査結果の概要 
 

はじめに 

平素は本校教育活動にご理解、ご協力を賜り有り難うございます。 

さて、本年度４月１７日に３年生を対象とした「平成３０年度全国学力・学習状況調査」を実施し、 

９月１２日に、個人ごとの結果をお返ししました。また吹田市でも、今回実施した調査についての成

果および課題・問題点を吹田市のホームページを通じて公表しております。 

   この調査は、中学校の最終学年のみを対象とした調査であり、教科も国語、数学・理科に限られ、

測定されたものは学力の一部であり、学校における教育活動の一側面に過ぎません。そのことを踏ま

えつつ、調査によって得られた課題を明らかにし、その改善に全力を注ぐことが、調査本来のねらい

であると考えております。対象となった３年生には、よりきめ細かな指導ができるよう取組を進める

とともに、学校全体として課題に応じた学力向上につながる具体的な指導法の工夫改善も図って参り

ます。 

各ご家庭におかれましても、以下の分析結果をもとに、今後の家庭学習の指針として参考にして頂

きますようお願い致します。 

平成 30年 11月 

（2018年） 

１ 教科に関する調査結果の分析 

 国 語  

（１）調査の概要 
【国語Ａ】基礎的・基本的な知識・技能が身に付いているかどうかをみる問題本校正答率は、全 

国値正答率(以下、「全国値」という)をやや上回る。 

【国語Ｂ】基礎的・基本的な知識・技能を活用することができるかどうかをみる問題本校正答率 

は、全国値をやや下回る。 

（２）学習指導要領の各領域等における成果と課題 
 A印：国語Ａ（知識・技能） B印：国語Ｂ（活用） 

   【話すこと・聞くこと】 

      A  「話合いの話題や方向を捉えて的確に話す」問題に関しては、できていましたが、「話の論

理的な構成や展開などに注意して聞く」問題に関しては、やや課題がありました。 

B 「話の展開に注意して聞き、必要に応じて質問する」問題に関しては、できていましたが、 

「全体と部分との関係に注意して相手の反応を踏まえながら話す」問題に関しては、大きく

課題がありました。 

【書くこと】 

     A 「段落相互の関係に注意し、読みやすく、わかりやすい文章にする」問題に関しては、やや 

できていましたが、「書こうとする事柄のまとまりや順序を考えて文章を構成する」問題に 

関しては、少し課題がありました。 

     B 「目的に応じて文章を読み、内容を整理して書く」問題に関して、ややできていました。 

【読むこと】 

A 「文章の展開に即して情報を整理し、内容を捉える」問題など読むことに関しては、多くが

できていましたが、「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る」問

題に関しては、課題がありました。 

B 「場面の展開や登場人物の描写に注意して読み、内容を理解する」問題に関しては、ややで

きていましたが、「文章とグラフとの関係を考えながら内容を捉える」問題に関しては、か

なり課題がありました。 

【伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項】 

        A 「目的に応じて文の成分の順序や照応、構成を考えて適切な文を書く」問題や「歴史的仮名

遣いを現代仮名遣いに直して読む」問題に関しては、とてもできていました。漢字の読み書

きもできていました。 
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（３）今後の改善点について 
【話すこと・聞くこと】 

アクティブラーニングと呼ばれるような、主体的で対話的な深い学びが推し進められる中、本

校では、班学習を取り入れ、班の中での話し合い活動を中心に、授業展開を行ってきた成果が出

てきています。それが、「話合いの話題や方向を捉えて的確に話す」問題や「話の展開に注意し

て聞き、必要に応じて質問する」問題で高い正答率が出た結果だと考えられます。 

しかし、十分に聞き取りを行う姿勢や、話をしてくれたことに対する対応の面で課題が見えま

す。ただ単に話し合いをするのではなく、目的に応じて相手に対する対応に特化した話し合い、

たとえば、「今回は相手の言葉に質問を返してみよう。」や「相手の言ったことをまとめてみよ

う」など、目的を明らかにして、話すこと・聞くことの力をつけさせていきたいと思います。 

【書くこと】 

 新聞の購読率は減り、Web上では自分が好きなものを選んで読むため、より読みやすい、わか

りやすい、インパクトのある文章にしか目を通さないという現状も一般的には指摘されていま

す。そのため、論説文、説明文を読む機会が減少してきています。本校では、朝読書の時間を設

け、少しでも文章を読む機会を増やしていますが、多くは小説や物語の文章に対峙することが多

くなるのが現状です。モデルとする文章の数が少なければ、論理的な文章を書くのは困難になり

ます。できるだけ、国語や、その他の時間を使い、論説文・説明文を読む機会を増やすことを念

頭においていきたいと思います。 

【読むこと】 

物語については、「場面の展開や登場人物の描写に注意して読み，内容を理解する」力が昨年

と同様正答率が高くなっています。朝読書で小説や物語などの文章を多く読んでいる成果が出て

いるのだと思います。一方で、前述したとおり、論説文や説明文などは、そういった文章を読む

機会が少なく、筆者の見方、考え方を捉えることに難しさを感じている生徒が多いので、論説

文・説明文を読む機会を増やしていきます。 

また、「文章とグラフとの関係を考えながら内容を捉える」問題に関しては、かなり課題があ

りました。これは、社会や理科でよくグラフを活用します。他教科とも連携を取り、横断的な指

導を行い、克服していきます。 

【伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項】 

   今年度はこの項目に関する正答率が非常に高かったです。本校では自主学習ノートや日々の授

業での JKT（授業開始前テスト）の継続的な漢字学習などが実を結んでいる成果だと思いま

す。「目的に応じて文の成分の順序や照応、構成を考えて適切な文を書く」問題や「歴史的仮名

遣いを現代仮名遣いに直して読む」問題などは、知識として定着していなければならないとでき

ない問題です。日々、生徒が家庭学習や、授業を真剣に受けている結果です。この力を継続して

いくため、授業規律の徹底と、日々の学習の徹底を指導していきます。 

 

 数 学  

（１）調査の概要 

【数学Ａ】 基礎的・基本的な知識・技能が身に付いているかどうかをみる問題。 

       本校正答率は、全国値をやや下回る結果でした。 

【数学Ｂ】 基礎的・基本的な知識・技能を活用することができるかどうかをみる問題。 

          本校正答率は、全国値をやや下回る結果でした。 

（２）学習指導要領の各領域における結果と課題 
          A印：数学Ａ（知識・技能） B印：数学Ｂ（活用） 

     【数と式】 

A 「文字式の計算.」や「比例式や方程式を解く」に関する問題については、できていました

が、｢絶対値の意味や指数を扱った計算｣に関する問題について課題がありました。 

B 「問題場面における考察の対象を明確に捉えることができる」に関する問題については、 

できていましたが、「数学的な表現を用いて説明する」に関する問題については課題が

ありました。 

     【図形】 

       A 「回転体を理解する」や「見取図や投影図から空間図形を読み取る」に関する問題につい

ては、できていましたが、「折り目の線の作図と角の二等分線の関係の理解」に関する

問題については課題がありました。  
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      B 「発展的に考え、条件を変えた場合について、証明の一部を書き直す」に関する問題につ

いては、課題がありました。 

【関数】 

       A 「座標平面上に点の位置を示す」や「連立二元一次方程式の解を座標とする点は、座標平 

面上の２直線の交点であること」に関する問題については、ややできていましたが、

「一次関数の意味の理解」に関する問題については課題がありました。 

B  「グラフから必要な情報を読み取り、事象を数学的に解釈することができる」に関する問 

題については、ややできていましたが、「事象を数学的に解釈し，問題解決の方法を数

学的に説明することができる」に関する問題については課題があり、無回答率が高かっ

た。 

【資料の活用】 

       A 「表などを利用して、確率を求めることができる」に関する問題については、ややできて

いましたが、「多数回の試行の結果から得られる確率の意味を理解している」に関する

問題については課題がありました。 

B 「与えられた情報から必要な情報を選択し、的確に処理することができる」に関する問題 

については、正答率が問題により大きく差が見られました。「不確定な事象の起こりや

すさの傾向を捉え、判断の理由を説明する」に関する問題については課題があり、無回

答率が高かった。 

以上、４項目の分析より、 

○数学でよく使われる数学用語の意味をしっかりと捉える。・・・・・・・・基礎基本の習得 

○与えられた情報を読み解く、事象に即した数学的処理や解釈を行い説明・証明する。 

・・・・・・・・活用する力 

                        などに課題が見られます。 

（３）今後の改善点について 
基礎的・基本的な知識・技能を定着させるには、数学用語や数学的概念しっかりと押さえた上

で、習った計算や数学的な考え方をくり返し学習する反復学習が大切です。授業の中で行われる

演習、家庭での宿題や復習の積み重ねが不可欠と考えます。理由を説明したり、証明したりする

場合や資料を読み解くには、解き方だけを覚えるというのでなく、身につけた計算力、考え方を

実生活や身近な場面と関連づけて捉えられるようにすることが必要となります。 

【指導改善のポイント】 

▽数学用語や数学的概念を理解できるように指導する。 

▽数量の関係や法則などを文字式で表すことやその文字式から関係を読み取る活動を重視する。 

▽数量関係を表・式・グラフを用いて捉え、関数関係を見いだし表現する活動を重視する。 

▽図形の性質に着目し、数学的な表現を用いて問題解決の方法を説明する活動を重視する。 

▽資料からどのような傾向があるのかを捉え、判断の根拠を数学的な表現を用いて説明する活動 

を重視する。 

 

     数学に限らず全教育活動の中で、主体的・対話的で深い学びとなる 

ような授業や活動を今後も展開していきます。 

 

  

 理 科  

（１）調査の概要 
        本校正答率は、全国値をやや上回る結果でした。 

（２）学習指導要領の各領域等における成果と課題 
  【物理的領域】 

     全国値を上回る。「電流・電圧と抵抗及び電力と発生する光の明るさとの関係に関する知識・技能

を活用する」に関する問題については、できていましたが、「光の反射の幾何学的な規則性につい

ての知識・技能を活用する」に関する問題については課題がありました。 

  【化学的領域】 

     全国値をやや上回る。「化学変化と熱についての知識と問題解決の知識・技能を活用する」に関す

る問題についてはできていましたが、「ガスバーナーの燃焼に於ける炎の色と金網に付くススの量

を調べる実験」や「食塩水の質量パーセント濃度」に関する問題については課題がありました。 
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【生物的領域】 

  全国値をやや上回る。「植物の水蒸気を出すはたらき」や「無脊椎動物と軟体動物の体のつくりの

特徴に関する知識の活用」に関する問題については、できていましたが、「アサリの生態を調べる

際、１つの要因を変えたとき、その他にも変わる可能性のある要因を指摘する」に関する問題に

ついては課題がありました。 

【地学的領域】 

  全国値をやや下回る。「初期微動継続時間の長さと震源からの距離の関係の知識と音の速さに関す

る知識の活用」や「気団の特徴についての知識」に関する問題については、できていましたが、

「蒸散と湿度に関する科学的考察に於いて、問題解決のための知識・技能の活用」に関する問題

については課題がありました。 

以上、４領域の分析より、 

○理科で扱う公式の意味をしっかりと捉え、問題に応じて公式を使って計算する。                                      

    ○理科用語や科学的概念をしっかりと押さえた上で、正しく説明・表現する。・・基礎基本の習得 

○与えられた情報を読み解き、事象に即した科学的処理や解釈を行い説明する。・・・活用する力              

                                 などに課題が見られます。 

（３）今後の改善点について 

    ○理科公式・用語や科学的概念をしっかりと押さえた上で、計算や科学的な考え方を繰り返し学

習する反復学習が大切です。 

○学習した知識・技能を活用して、自然の事物や現象、実験・観察結果などについて考えたり説

明したりすることが大切です。 

    ○観察・実験の結果を分析して解釈できるようにするには、観察・実験の結果を予想や仮説と比

較したり、学習した知識・技能と関連付けたりすることが大切です。 

【指導改善のポイント】 

▽理科用語や科学的概念を理解し活用できるように、現象や実験・観察結果等と関連づけて説明

したりする、表現活動を重視する。 

      ▽グラフや図などで表すことで可視化し、実験結果や事象の本質をしっかりと読み取らせるな

ど、深く探求させていく。 

▽今後も実験・観察を重視し、目の前で起きている現象・事象として捉えさせて、生徒自らが実

体験を通じて興味・関心を持つ、探求する姿勢を育てる。 

 

理科に限らず全教育活動の中で、主体的・対話的で深い学びとなるような授業や活動を今後も展 

開していきます。 

 

２ 生活習慣や学習環境などに関する調査の傾向 ～生徒質問用紙からの分析～ 

【生活習慣】 
朝食を食べている生徒の割合は、全国値をやや上回りました。毎日、同じくらいの時刻に寝ている

生徒の割合は、全国値を上回りました。また、毎日、同じくらいの時刻に起きている生徒の割合は、

全国値をやや上回りました。 

睡眠時間の確保や、ゆとりのある生活習慣づくりをご家庭で進めていただいているのだと思います。

本校では遅刻者もほとんどいません。規則正しい生活のリズムを作ることが学習にもつながります。

本当にありがとうございます。 

【自己肯定感・自尊感情】 

「自分にはよいところがあると思いますか」の質問に対して肯定的な回答をした生徒の割合は、昨

年度より上回り、全国値をやや下回りました。｢人の役に立つ人間になりたいと思いますか」の質問

に対して肯定的な回答した生徒の割合は、全国値とほぼ同じでした。昨年と比べてもほぼ同じでした。

「将来の夢や目標を持っていますか」の質問に対して肯定的な回答をした生徒の割合は、全国値を下

回りました。今後もキャリア教育や職業体験学習等の取組みを積み重ね、社会に必要とされる人材の

育成に取り組んでいきます。 

  【家庭学習】 

学校の授業時間以外に、普段（月曜～金曜日）1日当たり２時間以上学習する生徒の割合は、全国

値を大きく上回りました。反対に、全くしない生徒の割合は、全国値を大きく上回りました。する人

としない人で二極化が進んでいます。 
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「家で、自分で計画を立てて勉強していますか」の質問に対して肯定的な回答をした生徒の割合は、

全国値を大きく下回りました。また、あまりしていない、全くしていない生徒の割合は、全国値を大

きく上回っていました。 

「家で学校の授業の予習や復習をしていますか」の質問に対して、肯定的 

な回答をした生徒の割合は、全国値を下回りました。 

また、全くしていない生徒の割合は、全国値を上回りました。 

       家庭学習は習慣です。歯磨きやお風呂、朝ごはんなどと同様、毎日の生活 

   の中に組み込んでいくことが必要です。学校でも、家庭学習の習慣づけのた 

めに家庭学習ノートを進めていますが、ご家庭でご理解をいただき、習慣化 

できるように実施願います。 

【家庭 地域社会】 
「家の人と学校での出来事について話をしていますか」の質問に対して、肯定的な回答をした生徒

の割合は、全国値を下回りました。また、「今、住んでいる地域の行事に参加していますか」の質問

に対して、肯定的な回答をした生徒の割合は、全国値を大きく下回りました。「地域や社会で起こっ

ている問題や出来事に関心がありますか」の質問に対して、肯定的な回答をした生徒の割合は、全国

値をやや上回りました。また「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」とい

う質問に対して、参加したことがあるという生徒の割合は、全国値を上回りました。本校の生徒たち

は地域への関心や関わりを持つ機会への意識が高いと言えます。 

【授業・規範意識】 

「学校の規則を守っていますか」の質問に対して、肯定的な回答をした生徒の割合は、全国値をや

や上回りました。本校では、規範意識を高めるために、道徳の授業を年間計画を立て、それに基づい

て実施し、また一方で、授業規律を整えてきた成果が出てきていると思います。 

「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たと思う。」の質問に対し

て肯定的な回答をした生徒の割合は、全国値をやや下回りましたが、昨年度の本校の結果より上がっ

ています。これは、毎週末に実施している自主学習ノートや放課後学習会などの成果が徐々に出てき

ていると言えます。 

 授業では、「生徒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。」という質問に対して肯定的な回答をした生徒の割合は、全国値を上回りました。これは、

学習指導要領の改訂にあたり、「主体的で対話的な深い学びの実現」に向けて、校内で授業研修会を

重ねている成果だと言えます。 

今年度の学校スローガンは《学び合う・支え合う・思いやりのある集団 ～伝える力を伸ばそう～》

です。確実に本校の学び合う姿勢や、支え合う姿が多く見られるようになってきました。思いやりの

ある集団づくりが進んでいることを示す一つだと思います。その力は年々伸びています。 
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３ 教科に関する調査結果と生活習慣や学習環境等に関する調査の相関関係 

教科に関する調査結果と生活習慣や学習環境等に関する調査において相関関係が表れるものの代表

的なものを示します。 

 

▽家で、学校の授業の予習・復習をしていますか。 

 

 

 

 

 

 

▽学校の授業時間以外に、普段（月曜日から金曜日）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に教わっている時間も含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

▽家の人（兄弟姉妹を除く）と学校での出来事について話をしますか。 

 

 

 

 

 

 

▽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た

と思いますか。 

 

 

 

 

 

 

４ おわりに 
本調査の課題を踏まえ、学習については基礎的基本的な知識と技能の習得、それを活用してい

く確かな学力を育むためには、日々の授業、家庭での学習に意欲的に向かう姿勢が必要です。 

学校においては、授業規律・生活規律を確立した上で、学ぶ意欲を喚起する授業づくりや、 

ＩＣＴを活用したわかる授業の創造、少人数授業などの個に応じた取組みの充実、小学校との連

携のもと系統的な小中一貫教育の推進など、引き続き多様な指導法の工夫改善に取り組んでまい

ります。自分の考えたこと、思ったことをお互いに交流する活動を通して、主体的、対話的で深

い学びの実現をめざします。 

教科に関する調査結果と生活習慣や学習環境等に関する調査においての相関関係からもわか

るように、学習内容の定着には、学校での反復学習のみならず、家庭学習の担うところが大きく、

学校と家庭が連携し、自学自習力をつける取組みを進めるために、今後もご協力いただきますよ

うお願い致します。 

時間 人数率 平均正答率 

している 

どちらかといえばしている 
50.9% 65.9% 

あまりしていない 

していない 
49.1% 62.3% 

 

時間 人数率 平均正答率 

３時間以上 21.9% 67.1% 

３時間～２時間 18.4% 62.2% 

２時間～１時間 24.6% 64.4% 

１時間～３０分 9.6% 57.6% 

３０分以下 10.5% 63.6% 

全くしない 14.9% 58.8% 

 

時間 人数率 平均正答率 

している 

どちらかといえばしている 
72.8% 62.3% 

あまりしていない 

していない 
26.3% 57.5% 

 

時間 人数率 平均正答率 

している 

どちらかといえばしている 
69.3% 66.3% 

あまりしていない 

していない 
30.7% 56.7% 

 


