
品川区立東海中学校

「品川区学力定着度調査」の趣旨
(1)学習指導要領に示された教科の目標や内容の実現状況を把握し、教育課程や
指導方法等に関わる区の課題を明確にすることで、その充実・改善を図るとと
もに、区の教育施策に生かす。 

(2)各学校は、教育課程や指導方法に関わる自校の課題・解決策を明確にすると
ともに、調査結果を経年で把握することで、児童・生徒一人一人の学力の向上
を図る。 

(3)区民に対し、区立学校における児童・生徒の学力等の状況について、広く理
解を求める。 

１ 調 査 日 令和３年４月２０日（火）

２ 調査対象 品川区立学校 第２～９学年の全児童・生徒

３ 調査内容
教科に関する調査 

  → 調査の趣旨に基づき、学習指導要領に定める内容について、基礎・基本および
活用の力を測る問題で構成

<第２・３学年> 国語、算数 
<第４～５学年> 国語、社会、算数、理科
<第 ６ 学年> 国語、社会、算数、理科、英語 
<第７～９学年> 国語、社会、数学、理科、英語

令和３年度「品川区学力定着度調査」の結果から 
明らかになった課題と学力向上に向けた取組



【国語】 

◇各教科の定着状況についての概要◇         △印：正答率が目標値より 5ポイント以上上回るもの

カテゴリ（基礎・活用、領域、観点）別の正答率(%) ▼印：正答率が目標値より 5ポイント以上下回るもの 

 教科の正答率 領域別正答率 観点別正答率 

基礎 活用 言葉の特
徴や使い
方に関す
る事項 

情報の扱
い方に関
する事項

我が国
の言語
文化に
関する
事項 

話すこ
と・聞くこ
と 

書くこと 読むこと
知識・技
能 

思考・
判断・
表現 

主体的に

学習に取

り組む

態度 

７年生
目標値 67.6 67.0 74.5 70.0 55.0 65.0 65.6 60.0 72.3 63.5 65.0 

正答率 △75.8 △80.0 △81.1 △82.1 △67.2 △72.0 △79.5 △70.8 △80.2 △75.1 △79.8

教科の正答率 領域別正答率 観点別正答率 

基礎 活用

話す 
こと 
・聞く
こと 

書く 
こと 

読む 
こと 

伝統的な
言語文化
と国語の
特質に関
する事項

関心・意
欲 
・態度

話す・
聞く 書く 読む

言語につ
いての知
識・理解・
技能 

８年生 
目標値 68.1 55.7 77.5 51.3 60.0 73.8 63.3 77.5 52.1 56.8 73.0

正答率 71.3 54.3 77.9 52.9 62.5 76.6 66.0 77.9 53.5 57.9 75.7

９年生 
目標値 69.4 50.7 72.5 59.4 63.1 68.5 65.6 66.8 58.8 61.3 68.1 

正答率 △78.1 △61.4 △82.5 △70.4 △72.2 △76.3 △77.1 △77.0 △70.0 △70.6 △75.9

（７年生） 上記の正答率から考察するに、本校の７年生は全ての項目において目標値を大きく上回っており、

教科の正答率における「活用」、領域別正答率における「情報の扱い方に関する事項」「我が国の言

語文化に関する事項」「書くこと」「読むこと」、観点別正答率における「思考・判断・表現」「主体

的に学習に取り組む態度」の項目では１０ポイント以上上回った。 

（８年生） 上記の正答率から考察するに、本校の８年生は、教科の正答率では「基礎」、領域別正答率と観点

別正答率ではすべての項目で目標値を上回る結果となった。教科の正答率における「活用」では目

標値を 1.4 ポイント下回る結果となった。 

（９年生） 上記の正答率から考察するに、本校の９年生は全ての項目において目標値を大きく上回っており、

教科の正答率における「活用」、領域別正答率における「話すこと・聞くこと」「書くこと」、観点

別正答率における「国語への関心・意欲・態度」「話す・聞く」「書く」の項目では１０ポイント以

上上回った。 

◇具体的な課題◇ 

  各設問に目を向けたとき、学年進行に従って正答率が目標値を上回る傾向にあり、良好な状態を維持してい

る。8 年生においても 7年生次の結果から判断すると伸長の跡が認められる。ただし、観点別の「言語に対す

る知識・理解・技能」については成果が上がり切れていない。普段から、授業内で積極的かつ具体的に言語に

接し、考察する機会を設け、苦手意識をなくさせることに課題がある。 

◇課題の原因として考えられること◇ 

  言語の活用に対する苦手意識をもっており、漢字で書くことを諦めてしまう生徒が多い傾向がある。そのこ

とが「知識・理解・技能」の向上を妨げていると考える。また、地道な努力を継続することや丁寧な学習習慣

の確立に課題が見られる生徒も少なくない。これらのことが原因として考えられる。 

◇課題解決のための方策◇ 

 ① 朝の読書週間を中心に本への関心を高めて活字への抵抗を減らし、併せて、語彙力をつけさせる。 

 ② 辞書を積極的に使う習慣をつけさせる。 

 ③ 授業の中で、漢字を書く活動を繰り返し、苦手意識を減らす。 

◇次年度の数値目標（成果指数）◇ 

  全ての区分において、正答率が目標値・全国平均正答率共に上回るようにする。 

  特に、「言語についての知識・理解・技能」についての正答率を高める。 



【社会】

◇各教科の定着状況についての概要◇     △印：正答率が目標値より 5 ポイント以上上回るもの

カテゴリ（基礎・活用、観点）別の正答率(%) ▼印：正答率が目標値より 5ポイント以上下回るもの

 教科の正答率 領域別正答率 観点別正答率 

基礎 活用 地理 1 地理２ 地理３ 地理４ 歴史１ 歴史２ 公民 知・技 思・判・表 主体的 

7 年生
目標値 57.4 47.8 - - - - 55.6 51.2 55.7 57.2 50.4 47.2 

正答率 60.3 △55.9 - - - - 57.3 53.3 △63.3 59.4 △58.0 △55.7 

関・意・態 思・判・表 技能 知識・理解

8 年生
目標値 57.5 50.5 51.7 65.0 50.0 48.8 65.5 38.8 - 50.5 51.9 53.8 56.4 

正答率 ▼51.5 46.4 ▼43.1 68.7 48.7 ▼43.7 ▼57.3 ▼29.7 - 46.4 48.3 ▼48.4 ▼50.6

9 年生
目標値 58.8 45.0 65.0 55.0 50.0 - 56.0 43.0 - 46.4 50.8 55.8 56.0 

正答率 53.9 42.5 ▼57.1 ▼46.2 48.4 - ▼50.8 47.8 - 45.9 47.0 ▼50.5 ▼50.9

（７年生）すべての項目で目標値を上回っているものの、内容別で見ていくと鎌倉・室町時代が目標値：65.0 の

ところ正答率：58.8 と下回り、安土桃山・江戸時代も正答率が 44.6 と 50％を下回った。

【歴史１；縄文時代～室町時代  歴史２；安土桃山時代～昭和時代  公民；我が国の政治・世界の中の日本の役割】

（８年生）多くの項目で目標値よりも正答率が下回った。特に歴史が苦手である傾向が顕著である。観点別では、

資料を活用する問題、知識や理解が必要な問題での課題が見られた。

【地理１；世界の地域構成 地理２；世界各地の人々の生活と環境 地理３；世界の諸地域 地理４；日本の諸地域

歴史１；古代までの日本 歴史２；中世の日本】

（９年生）多くの項目で目標値よりも正答率が下回った。特に地理の「日本の諸地域」、歴史の「近世の日本」

が目標値よりも５ポイント以上下回り、苦手である傾向が見られた。

【地理１；世界と比べた日本の地域的特色 地理２；日本の諸地域  地理３；身近な地域の調査

歴史１；近世の日本 歴史２；近代の日本と世界】

◇具体的な課題◇

3 学年を通して、「基礎」のカテゴリが低い。また、観点別では「知識・理解」の観点が低い数値となってい

る。歴史的分野においては基本的な用語を正しい漢字で書くことが課題。地理的分野においては、雨温図な

どの資料を的確に読み取り、それに基づく「記述」や「選択」をさせることに課題がある。

  知識定着のための暗記を重視した教育を進めるのではなく、史資料を読み取り、その時代の説明や時代背景

を理解することや、その地域の特色や様子を説明する活動を取り入れる必要がある。

◇課題の原因として考えられること◇

  家庭学習等で復習する習慣がついていないために、学習から期間が空いた項目の内容の定着度が低い。

  家庭学習のための宿題やレポートの作成、小テストを通して、授業時間以外の学習習慣をつけさせる必要が

ある。

◇課題解決のための方策◇

 ① 歴史の流れを大観するような学習をする。

 ② 世界の州ごとの気候や産業などを学習し、地域的特色を把握する。

 ③ 日本の地方ごとの気候や産業などを学習し、地域的特色を把握する。

 ④ 重要語句の定着を図るために、定期的に小テスト等を実施する。

◇次年度の数値目標（成果指数）◇

8，9 年生では、歴史的分野の「知識・理解」「資料活用の技能」について、目標値を上回ることを目標に、

基礎・基本の徹底を行う。

7 年生では、「知識・技能」で目標値より 5 ポイント以上上回ることを目標とする。



【数学】

◇各教科の定着状況についての概要◇     △印：正答率が目標値より 5ポイント以上上回るもの

カテゴリ（基礎・活用、観点）別の正答率(%) ▼印：正答率が目標値より 5ポイント以上下回るもの

教科の正答率 領域別正答率（上；７年・下８・９年） 観点別正答率

基礎 活用 数と計算

数と式

量と測定

図形

図形

関数

数量関係

資料の活用

知識・技能 思考・判断・

表現

主体的に学習に

取り組む態度

７年

生

目標値 71.4 55.7 76.4 67.5 61.3 65.0 71.3 58.1 64.1 

正答率 △77.0 58.0 △81.6 72.2 △66.3 69.5 △76.6 61.5 66.4 

関心・意

欲・態度

見方・

考え方

数学的

技能

知識

・理解

８年

生

目標値 63.3 47.1 62.9 67.5 54.0 49.2 51.1 49.7 67.0 57.9 

正答率 63.3 43.9 64.9 70.2 ▼44.8 45.5 49.3 48.5 68.1 55.0 

９年

生

目標値 59.8 40.7 57.5 61.7 45.0 61.7 43.5 47.0 58.2 58.3 

正答率 △65.5 43.9 △66.7 64.3 43.5 △72.8 46.7 △52.0 △64.7 61.4 

（７年生）すべてのカテゴリにおいて目標値を上回る結果となった。

（８年生）基礎は目標値と同率であるが、活用については目標値よりやや低い。観点別正答率においても関心・

意欲・態度と見方・考え方、知識・理解が目標値を下回る結果となった。

（９年生）関数を除いて、目標値を上回っている。

◇具体的な課題◇

 （７年生）資料の活用における、最頻値の読み取りの正答率が目標値に対して低い。また代表値を用いた説明

の記述の正答率は３割程度であった。

（８年生）記述問題の正答率が目標値に比べて低く、３割程度が無回答だった。特に、作られた式を文章で表

現することや、文章題から式を作ることに課題がある。

（９年生）2 元 1 次方程式と 1 次関数の正答率が 40％程度であることから、未知数・変数としての文字の理解

に難が見られる。

◇課題の原因として考えられること◇

（７年生）資料の活用における、代表値の意味や算出方法が理解できていないことや、記述形式にまだ慣れて

いないということが原因であると考えられる。

（８年生）文字を利用した式の意味を理解できておらず、単に計算としてとらえていることが原因だと考えら

れる。また、関数では、式と表、グラフの関連性が捉えられていない。

（９年生）関数の式・表・グラフの関連性、変化の割合の意味を理解するうえで、変数 x，y の関係性を用い

て考えられている生徒が少ない。

◇課題解決のための方策◇

（７年生）もう一度代表値について意味や計算方法を学び、その数値で資料の評価をするという記述問題を行

うなどして理解を深める。

（８年生）文章をよく読み、文字を利用して式を作ることに重点を置いて演習する。関数における式の意味や

値の変化について理解を深める。

（９年生）関数のあらゆる問いに対して式・表・グラフを用いて考えるとともに、それぞれ式・表・グラフの

うち何を用いて考えたほうがより良いかを評価しながら進める授業を展開する。

◇次年度の数値目標（成果指数）◇

（７年生）資料の活用の領域の正答率を５ポイント上げる。

（８年生）関数の領域の正答率を 5 ポイント上げる。

（９年生）関数の領域の正答率を 5 ポイント上げる。



【理科】 

◇各教科の定着状況についての概要◇   △印：正答率が目標値より 5ポイント以上上回るもの

カテゴリ（基礎・活用、領域、観点）別の正答率(%) ▼印：正答率が目標値より 5ポイント以上下回るもの

教科の正答率 領域別正答率 観点別正答率

基礎 活用 ｴﾈﾙｷﾞｰ 粒子 生命 地球 知識・技能 思考・判断・表現
主体的に学習に

取り組む態度

７年生
目標値 60.0 53.3 59.6 57.5 58.2 58.3 53.3 

正答率 64.5 57.2 61.1 △63.3 60.3 △64.1 △62.8 

教科の正答率 領域別正答率 観点別正答率

基礎 活用 ｴﾈﾙｷﾞｰ 粒子 生命 地球 関心・意欲・態度 思考・表現 技能 知識・理解

８年生
目標値 55.2 49.5 49.4 55.0 58.3 49.2 55.8 52.1 51.8 57.6 

正答率 ▼39.2 ▼43.1 ▼34.5 ▼38.2 ▼49.3 ▼38.5 51.8 ▼41.8 ▼32.1 ▼42.0

９年生
目標値 60.0 51.0 58.3 53.9 61.0 55.7 50.0 53.6 65.0 60.2 

正答率 56.8 51.2 ▼44.3 54.1 △66.6 54.2 46.7 50.5 62.6 59.5 

（７年生）領域別・観点別正答率では、全ての項目で目標値を上回った。内容別正答率では「てこのはたらき」

のみ、目標値を 8.7 ポイント下回った。教科全体の正答率は目標値から本校は＋4.3 ポイントだった。

（８年生）カテゴリー別正答率から見た場合「基礎・活用」「領域」「観点」の分類すべての領域で目標値を下回

った。「関心・意欲・態度」を除く観点で 5 ポイント以上下回っている。教科全体の正答率は目標値

からは、本校は－13．1 ポイントだった。

（９年生）「基礎」が目標値を下回ったが、「活用」では目標値を上回った。領域別では「エネルギー」が目標値

を下回ったが「粒子」と「生命」では目標値を上回った。教科全体の正答率は目標値から、本校は－

3.2 ポイントだった。

◇具体的な課題◇

8 学年を見ると「関心・意欲・態度」を除いて目標値を大幅に下回っているものが多く、基本的な知識の定

着が不十分であることがうかがえる。8，9 学年共通では、「エネルギー」に関する領域に課題があると考えら

れる。授業の中で実験結果を数学的に取り扱うことが多いので数字に対する苦手意識を取り除かせ、身近な物

理現象に対して興味・関心をもたせる必要がある。また、「思考・表現」の項目も低い傾向にあることから、

既習事項を活用して実験結果を予想し、複数の単元にまたがる問題演習を取り入れる必要がある。

◇課題の原因として考えられること◇

 家庭学習等で復習する習慣が身についていないために、学習から期間が空いた内容の定着度が低い。単元が

変わると学習内容が全く別のものになり、基礎知識が定着しないままに次の学習に進んでしまうため、復習

をする時間を確保しないまま先に進んでいる。また、昨年度は授業時数の影響などにより演習問題にあまり

取り組んでこなかったことが考えられる。

◇課題解決のための方策◇

① 基礎知識の定着を目的とし、定期的な問題演習や小テストを実施する。また、学び合い活動を通して、生

徒同士で知識を確認し合う時間を確保する。

 ② 思考力を養うために、既習事項から実験結果を予想したり、複数の単元にまたがる問題演習を行う。

 ③ 表現力を養うために、実験結果から読み取れる内容を自分の言葉でまとめる。

◇次年度の数値目標（成果指数）◇

すべての項目が目標値に達することを目標に、基礎・基本を徹底する。

  （７年）特に「エネルギー」および「粒子」の領域に力を入れる。

  （８年）特に「粒子」および「生命」の領域に力を入れる。

  （９年）特に「エネルギー」および「地球」の領域に力を入れる。



【英語】

◇各教科の定着状況についての概要◇     △印：正答率が目標値より 5ポイント以上上回るもの

カテゴリ（基礎・活用、観点）別の正答率(%) ▼印：正答率が目標値より 5ポイント以上下回るもの

 教科の正答率 領域別正答率 観点別正答率 

基礎 活用 
聞く 

こと 

読む 

こと 

書く 

こと 
知識・技能

思考・判断 

・表現

主体的に学習に

取り組む態度

７年生
目標値 76.1 83.1 74.4 81.4 80.0 74.8 84.1 88.6 

正答率 △85.7 △89.2 △82.9 △88.7 △89.4 △85.5 88.8 91.8 

教科の正答率 領域別正答率 観点別正答率 

基礎 活用 
聞く 

こと 

読む 

こと 

書く 

こと 

関心・意

欲・態度

表現の 

能力 

理解の

能力 

言語と

文化 

８年生
目標値 61.0 49.2 71.7 56.8 43.0 57.9 41.5 62.4 58.8 

正答率 59.9 43.9 72.8 52.1 40.0 57.2 37.1 59.7 56.5 

９年生
目標値 67.5 55.0 70.0 62.1 56.7 61.1 50.6 65.9 66.5 

正答率 70.7 56.3 73.6 64.9 57.7 64.8 49.4 69.5 70.5 

（７年生） 全領域において正答率が目標値を上回った。小学校における外国語活動を通じて、ある程度英語の

素地が身に付いてきたと窺える。観点別正答率で見ると、思考・判断・表現と主体的に学習に取り組

む態度において僅かに目標値を下回った。単語の読みにおいては僅かに区の平均を下回った。

（８年生） 聞くことは目標値を上回った。読むことにおいて、語彙の知識・理解、は、目標値を上回ったが、

語形・語法の知識理解、長文の読み取り、書くことでは目標値を下回った。文法的な知識や単語の基

礎的な学習を深め、読解力や、既習の学習内容を応用し、英作文をする力を伸ばす必要がある。

（９年生） 上記の表における数値について、９項目ほとんどの正答率がすべて目標値付近に分布している。

問題の内容別正答率を見ると、語彙の知識・理解、さまざまな英文の読み取り、単語の並び替えによ

る英作文など知識・技能を必要とする問題では目標値を上回った。一方で、場面に応じて書く英作文

など、活用の能力を向上する必要がある。

◇具体的な課題◇

７年生は増加する習得語彙の中から使用頻度の高い語彙を効果的に身に付け、英作文などに繋げていく

指導が必要である。

８年生では、読むこと、書くことの項目の中でも特に、長文の読み取りにおいて大きく下回っている。長文

を読み解く力を向上させる必要がある。

９年生の、観点別正答率では、外国語表現の能力、領域別正答率では書くこと、がわずかではあるが下回っ

ている。特に、場面に応じて書く英作文の正答率は目標値を大きく下回っている。

◇課題の原因として考えられること◇

① 授業内における英単語練習の不足

② 日記や自由英作文など自分のことや考えを表現する取り組みの不足

③ テーマを決めて書く練習の不足

◇課題解決のための方策◇

① 授業内で単語の復習の時間を作り、単語テストなどの実施をする。

② 日記やスピーチなど、自分のことや考えを表現する活動を定期的に行う。

③ テーマを決めて表現する（スピーチ、作文）練習を定期的に行う。

◇次年度の数値目標（成果指数）◇

全ての項目に於いて正答率が目標値を上回ること。特に、「表現の能力」において正答率を高める。


