
 【県実施分】学力調査結果の分析による具体的改善策 ２年  

 

１ 学習到達度調査結果概要 

≪偏差値≫ 

Ｈ３０年度（前年度）結果 Ｈ３１年度（今年度）結果 

国 語 国 語 

全体 知識 活用 全体 知識 活用 

49.9 50.5 48.5 50 51 48 

社 会 社 会 

全体 知識 活用 全体 知識 活用 

51.1 51.4 49.9 49 50 48 

数 学 数 学 

全体 知識 活用 全体 知識 活用 

52.6 52.8 51.4 50 50 48 

理 科 理 科 

全体 知識 活用 全体 知識 活用 

50.3 51.2 48.2 48 48 47 

英 語 英 語 

全体 知識 活用 全体 知識 活用 

49.8 49.4 50.7 50 50 50 

 

【２年国語】 

【２年社会】 

【２年数学】 

【２年理科】 

【２年英語】 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標値を下回った問題（県値を下回った問題） 

① 文学作品の内容を読み取る。 

② 資料を作成して発表する。 

目標値を下回った問題（県値を下回った問題） 

① ヨーロッパ州の農業の特色について、複数の資料をもとに考察することができる。 

② 日明貿易の様子について、複数の資料をもとに考察し、その特色を説明することができる。 

目標値を下回った問題（県値を下回った問題） 

①与えられた文章題に対して，適切な１元１次方程式を立式することができる。 

②与えられた式から問題を解決する方法を数学的に説明することができる。 

目標値を下回った問題（県値を下回った問題） 

①イチゴを分類することができる。 

②ばねを指で引っ張った力の大きさを考えることができる。 

目標値を下回った問題（県値を下回った問題） 

① 語形・語法の知識・理解（否定の命令文） 

② 場面に応じて書く英作文（疑問詞疑問文とその応答文） 



２ 総合質問紙調査結果概要 

※肯定的回答の割合（「学びに向かう力」に関連） 

質問事項 Ｈ３０年度結果 Ｈ３１年度結果 

教科などの勉強はどれくらい好きですか。 

国語 57.8％ 48.5％ 

社会 65.1％ 63.6％ 

数学 61.4％ 49.5％ 

理科 78.3％ 58.6％ 

英語 41.0％ 63.6％ 

教科などの授業はどれくらい分かっていますか。 

国語 74.7％ 81.8％ 

社会 68.7％ 70.7％ 

数学 68.7％ 60.6％ 

理科 75.9％ 64.6％ 

英語 45.8％ 63.6％ 

クラスや友だちの間で、話し合いをするとき、自分の意見を積

極的に発言する方ですか。 
49.4％ 44.4％ 

学校の勉強で分からないことがあったときは、だれに聞いてい

ますか。（そのままにしてしまわない） 
91.6％ 93.9％ 

 

３ 平成３０年度の学校の組織的な学力向上の取組の問題点（１～２点） 

○多くの授業でペアや班で交流する機会は持てているが、意見交流の内容の質を向上させ、話し合

いの質を高める工夫。 

○教科部会での協議内容を全員で共通理解し、授業改善、補充学習や家庭学習の内容に十分生かせ

ることができなかった。 

 

４ 具体的改善策 

 ①９月から着手する学校の組織的な学力向上の取組の改善策（焦点化・重点化１～２点） 

○ペアや班での話し合いの質を高め、知識・技能を様々な場面で活用する力をつける授業改善を 

を行う。 

○教科部会で授業改善、補充学習や家庭学習について話し合ったことを全員で共通理解して授業改

善や課題等に生かす。 

 

 

 ②９月から着手する授業改善・家庭学習・補充学習の改善策（目標値・県値を下回った問題内容を 

中心に） 

 授業改善 家庭学習 補充学習 

 

 

国

語 

① 文学作品の場面・心情を 

深く読み取るワークシートを  

工夫しペア等で考える。 

② 説明文を資料と照らしあ 

いながら読み取り、資料をもと

に発表する。わかりやすい文章

を書く方法を学ばせる。 

① 文学作品の問題を課題と 

して出し、場面・心情の読み取

りをする。（朝自習・週末） 

② いろいろな場面で感想文 

や説明文、体験文を書く課題 

を出す。（単元末・週末） 

① 課題の十分でない生徒に 

基礎的な問題を出して取り組

む。 

② 十分に書けない生徒に短 

作文での指導を行う。 

 

 

 

社

会 

① １時間の授業計画を見直

し、授業の中で、資料を読み

取る時間を確保する。 

② グループでの活動時間を増

やし、資料から考えられる

ことを交流しあう場面を設

定する。 

① 課題プリントで、ヨーロッ

パの農業の特色に関する復

習を行う。 

② 課題プリントで、室町時代

の貿易に関する復習を行

う。 

 

① 「北中タイム」を利用し、ヨ

ーロッパ州や室町時代の復

習に取り組ませる。 

② 授業の中で、その時の学習

内容と関連させながら、ヨ

ーロッパ州や室町時代の復

習を行う。 



 

 

数

学 

①１次関数の授業で，比例・反

比例の復習を取り入れる。 

②数学的に説明する問題に取り

組ませる。自分の考えを発表し

た時に，その考えに修正や意見

がないか他の生徒に問い，補足

する。 

①日々の課題で，方程式を立式

する問題を定期的に取り扱う。 

②日々の課題で，数学的に説明

する問題を定期的に取り扱う。 

①定期テスト前の補充学習で，

比例・反比例や平面図形に関す

る内容を取り扱う。 

②定期テスト前の補充学習で， 

学び合いを実施する。 

 

 

 

理

科 

①作図や計算の問題を授業内で

扱い、教え合う時間を作る。 

②単元の終わりに、まとめの問

題を扱う時間を作る。 

 

①月に１回、週末課題で各分野

を整理できる内容の復習を行

う。 

②月に１回、週末課題で基礎的

な計算や作図の問題の復習を行

う。 

①基礎的な用語等を取り扱う復

習を行う。 

②生徒が興味を持てるように、

ICT などを活用した学習を行

う。 

 

 

 

英

語 

① リスニング活動の回数を増

やし、様々な問題形態 

（モノローグ・ダイアロー

グ・説明文・資料を参照しな

がら等）に慣れさせる。 

② ＴＴ授業では、「書く」指導

においてＴ１・Ｔ２で、スペ

ル・文法・表現のミスを細や

かな指導をおこなう。 

① 毎日課題のメニューの改善

（単語練習・語形変化・適語

補充・条件英作文 

② 添削内容の課題を取り組ま

せ、「書くこと」のつまずき

箇所に生徒・教師が共通認

識する。（特に条件英作文・

自由英作文） 

① Ｃ層を１学期定期テストの

結果から３つの層に分け

て、（２０点未満・３０点未

満・４０点未満）、放課後補

充学習の実施。 

② 指導層によって補充学習の

メニューを変えて対応する

ことで、つまずいた文法か

ら対応・指導する。 

 

５ 来年度（令和２年度）の目標値 

学習到達度調査≪偏差値≫ 

Ｒ２年度（来年度）目標値 

国 語 社 会 数学 

全体 知識 活用 全体 知識 活用 全体 知識 活用 

52 52 51 50 5１ 50 5１ 51 50.0 

理科 英語 

 全体 知識 活用 全体 知識 活用 

50 50 50 5１ 5１ 51 

 

総合質問紙調査 ≪肯定的回答の割合≫ 

質問事項 Ｒ２年度（来年度）目標値 

教科などの勉強はどれくらい好きですか。 

国語 50％ 

社会 65％ 

数学 51％ 

理科 60％ 

英語 65％ 

教科などの授業はどれくらい分かっていますか。 

国語 83％ 

社会 72％ 

数学 62％ 

理科 66％ 

英語 65％ 

クラスや友だちの間で、話し合いをするとき、自分の意見を積

極的に発言する方ですか。 
46％ 

学校の勉強で分からないことがあったときは、だれに聞いてい

ますか。（そのままにしてしまわない） 
95％ 

 


