
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「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。 

令和４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 

１ 調 査 日 令和４年４月１４日（木） 

 

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 

品川区立東海中学校 



【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 60.9 47.8 64.0 50.0 60.0 50.8 48.8 52.5 61.5 50.9 45.0 

正答率 64.9 △53.4 65.8 △62.8 △80.5 49.6 △54.2 △64.7 △66.5 △56.4 43.7 

８年生 

目標値 66.8 54.4 67.2 45.0 85.0 60.0 58.8 56.7 65.0 58.4 51.0 

正答率 △76.9 △64.4 △76.5 △56.0 △91.3 △66.0 △73.4 △69.7 △74.3 △69.2 △58.9 

９年生 

目標値 64.2 62.8 62.8 62.5 80.0 63.3 65.7 57.5 65.4 62.2 62.0 

正答率 64.8 67.6 65.8 △75.2 ▼70.6 64.1 68.2 61.9 68.0 65.1 61.2 

 

（７年生） 上記の正答率から考察するに、本校の７年生は、教科の正答率では目標値を上回る結果となった。 

      また、領域別では「我が国の言語文化に関する事項」において目標値を 20 ポイント以上上回って

いる。いっぽう、領域別の「話すこと・聞くこと」において 1.2 ポイント、観点別の「主体的に学

習に取り組む態度」において 1.3 ポイント目標値を下回る結果となった。 

（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「基礎」「活用」、領域別正答率における「情報の扱い方に関する事項」「書く

こと」「読むこと」、観点別正答率における「思考・判断・表現」の項目では１０ポイント以上上回

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、教科の正答率では目標値を上回る結果となった。

また、領域別では「情報の扱い方に関する事項」において目標値を 12.7 ポイント上回っている。い

っぽう、領域別の「我が国の言語文化に関する事項」において 9.4 ポイント、観点別の「主体的に

学習に取り組む態度」において 0.8 ポイント目標値を下回る結果となった。 

◇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。９年生においても８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、７年生・９年生におい

ては、観点別の「主体的に学習に取り組む態度」については成果が上がり切れていない。普段の授業の中から、

生徒自ら意欲的に学ぶ姿勢を身に付けられるようにすることが課題である。 

 

◇課題の原因として考えられること◇ 

  国語の基礎的な力はあるものの文章を読んだり、書いたりすることを億劫に感じたり、漢字で書くことを諦

めてしまったりする生徒が多い傾向にある。そのことが「主体的に学習に取り組む態度」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、本を読むことに対する意欲をもたせる。 

 ② 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。 

 ③ 授業の中で、話し合い活動等、他者と意見を交流する機会を積極的に設け、互いに意欲的に学び合う環境を

作る。  

 

◇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、「主体的に学習に取り組む態度」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 公民１ 公民２ 歴史１ 歴史２ 歴史３ 歴史４ 地理１ 知・技 思・判・表 主体的 

7 年生 
目標値 54.0 52.5 55.0 53.8 53.0 56.7 57.5 52.1 48.3 54.2 52.7 52.5 

正答率 51.4 54.0 △62.2 56.2 ▼46.4 ▼49.9 57.1 49.1 48.7 49.7 56.0 54.0 

    地理 1 地理２ 地理３ 地理４ 歴史１ 歴史２ 歴史３    

8 年生 
目標値 59.3 50.0 65.0 55.0 70.0 45.7 66.0 62.5 45.0 60.3 51.5 50.0 

正答率 60.7 50.5 63.0 △67.7 71.4 48.0 ▼59.8 63.1 47.1 61.5 52.6 50.5 

    地理 1 地理２ 地理３ 歴史１ 歴史２ 歴史３     

9 年生 
目標値 59.0 44.4 54.2 55.0 42.5 54.2 52.5 62.5  54.8 55.6 42.8 

正答率 62.5 △49.9 57.7 57.0 39.5 54.3 △67.2 △67.8  57.7 △61.9 △47.9 

（７年生）公民１：日本国憲法は目標値を大きく上回っているものの、歴史１：、歴史２：は目標値を大きく下

回っている。観点別では知識・技能の数値が低いことが明らかになった。 

（８年生）地理２：日本の姿が大きく目標値を上回るほか、多くの領域で目標値を上回っている。しかし、歴史

１：縄文～古墳時代が大きく目標値を下回っている結果となった。 

（９年生）すべての領域で目標値を５ポイント以上下回る領域はなかった。歴史２：江戸時代、歴史３：明治時

代は目標値大きく上回る他、観点別で見ると、思考・判断・表現、主体的に学習に取り組む姿勢が目

標値を大きく上回る結果となった。 

◇具体的な課題◇ 

  ７年生、８年生では、歴史的分野の定着度が低いことが明らかになった。基本的な用語を正しい漢字で書く

こと、史資料を正確に読み取り、その時代の背景を理解することに課題がある。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。 

  知識定着のために基本的な事項、事柄を反復することも大事だが、それだけでなく、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学習、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、学習の定着度が低い傾向がある。家庭学習のための宿題

やレポートの作成、授業内での小テストや自分の考えをまとめる活動を通して、授業時間以外の学習習慣を

身につける必要がある。 

◇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、定期的に小テストを実施する。 

 ⑤ 社会的な見方・考え方をはたらかせるような、課題を追及する活動を実施する。 

 

◇次年度の数値目標（成果指数）◇ 

  全学年通して「基礎」の項目のポイントを上げるために、基礎・基本の徹底をはかる。 

  全領域、目標値を上回る。 

特に、7，8 年生は歴史的分野の向上を目指す。 

 



【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 観点別正答率 

基礎 活用 数と計算 図形 変化と 

関係 

データの 

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 69.3 62.1 78.2 73.1 55.6 60.6 68.9 65.8 63.5 

正答率 △75.1 △67.1 82.5 76.5 △65.0 △66.5 △74.1 △72.3 △68.6 

８年

生 

目標値 60.2 55.0 65.4 57.2 50.0 56.7 61.2 50.0 51.9 

正答率 △68.0 58.2 △74.5 △62.2 △58.2 58.7 △67.9 △55.8 53.4 

９年

生 

目標値 60.7 49.4 61.0 57.5 53.9 57.1 60.9 48.9 51.5 

正答率 60.0 51.4 59.6 60.6 54.3 56.2 60.5 50.0 50.5 

（７年生）すべての観点で目標値を上回る結果となった。 

（８年生）すべての観点で目標値を上回る結果となった。 
（９年生）すべての観点で目標値との大きな差はみられなかったが、基礎的な内容の正答率がやや低い。 
◇具体的な課題◇ 

（７年生）分数×分数，分数÷小数の計算の正答率が目標値に比べて低い。 

     平面図形に関する問題は全体的に正答率が低い。 

（８年生）平面図形における作図、おうぎ形の求積の正答率が目標値に比べて低い。 

    データの活用における階級の度数を問う問題の正答率が目標値に比べて低い。 

（９年生）式の計算において、計算の誤りを直す問題の正答率が低い。 

    確率の問題は全体的に正答率が低い。 

◇課題の原因として考えられること◇ 

（７年生）分数×分数，分数÷小数の計算に関しては、数・式として分数を理解することができてないことが原

因として考えられる。 

    平面図形に関しては、用語の意味（定義）を正しく理解できていないことが原因として考えられる。 

（８年生）平面図形や空間図形に関しては、基本的な作図や面積を求める手順を、図と対照させて理解できてい

ないことが原因として考えられる。 

     データの活用に関しては、用語の意味（定義）を正しく理解していないことが原因として考えられる。 

（９年生）式の計算の誤りには気づけるが、正しい解答を示し説明することができないと考えられる。 

    確率の問題はことがらの起こる場合の整理ができず、数え間違いがあると考えられる。 

◇課題解決のための方策◇ 

（７年生）数としての分数を数直線で学習する。分数を÷を使って表し、式としての理解をする。 

    その都度、正しい用語の意味（定義）について時間をかけて確認しながら授業を進める。 

（８年生）証明問題において、図形と説明を対照させて学習する。データの活用では、用語を意味と使い方を明

確にしながら、正しく理解した上で学習を進める。 

（９年生）技能としての計算だけでなく、計算の方法を自分の言葉で説明する力を身に付させる。 

    確率は正しく丁寧に書きだす過程を重視して指導する。 

◇次年度の数値目標（成果指数）◇ 

（７年生）問題の内容別正答率について、平面図形の正答率を 5 ポイント上げる。 

（８年生）データの活用の正答率を 5 ポイント上げる。 

（９年生）数と計算の領域の正答率を 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 

＊物質 
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 

第 7 学年 
目標値 67.0 50.0 55.4 65.5 64.7 59.1 57.1 

正答率 69.4 ▼43.8 57.7 63.5 65.4 57.8 55.7 

第 8 学年 
目標値 58.9 45.5 55.0 52.5 65.0 45.0 57.8 52.1 45.8 

正答率 ▼53.9 ▼32.0 50.1 ▼46.5 ▼57.6 ▼32.1 ▼49.3 ▼45.3 ▼29.1 

第 9 学年 
目標値 55.0 52.3 53.8 58.8 57.2 46.3 52.4 55.9 43.3 

正答率 ▼44.3 ▼44.0 ▼45.8 ▼43.2 ▼51.3 ▼35.7 ▼42.1 ▼46.4 ▼19.6 

＊7 年生は、領域の観点が粒子ではなく、物質になっている。 

（７年生）「基礎」が目標値を 2.4 ポイント上回っていることに対し、「活用」は目標値を 6.2 ポイント下回っている。観点別では 

     「思考・判断・表現」と「主体的に学習に取り組む態度」が目標値を下回っている。 

（８年生）「基礎」が目標値を 5 ポイント以上下回っている。領域別では特に「生命」（－7.4 ポイント）、「地球」（－12.9 ポイント）

が目標値を大きく下回っている。観点別では「主体的に取り組む態度」が 16.7 ポイント下回っている。 

（９年生）すべての要素で目標値を 5 ポイント以上下回っている。特に「主体的に取り組む態度」が－20 ポイント以上低い。内容

別では、「化学変化と物質の質量」だけが、－0.5 ポイントで目標値に近い。 

 
◇具体的な課題◇ 

7 学年では、「基礎」は目標値を上回っているが、「活用」が目標値を 6.2 ポイント下回っている。別々の事象の共通点や類似性、

相違点などに着目することに意識を向けさせる必要がある。8 学年では、基礎知識の定着が十分でないことから、活用が伸びない

ことにつながっていると考えられる。まずは基礎知識の定着を徹底することで、「解けた」という経験を多く積ませていくことで、

「主体的に取り組む態度」を育てていく必要がある。9 年生では、「主体的に取り組む態度」がとても低く、見たことがない問題だ

と取り組まない、無解答が多く見られる。観察・実験を通して身近な自然現象に対して興味・関心をもたせる必要がある。 

  

◇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ったりする。 

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「思考・判断・表現」の観点に力を入れ、学んだ知識を活用する力を育てる。 
  （８年）特に「生命」および「地球」の領域で知識の定着に力を入れる。 
  （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 57.2 52.5 57.2 60.4 48.0 61.7 48.7 51.2 

正答率 61.4 54.9 60.6 63.2 △53.2 △66.7 50.8 55.2 

８年生 
目標値 57.2 52.5 57.2 60.4 48.0 61.7 48.7 51.2 

正答率 61.4 54.9 60.6 63.2 △53.2 △66.7 50.8 55.2 

９年生 
目標値 58.5 49.1 65.0 53.9 48.3 61.4 42.5 55.4 

正答率 60.0 48.4 67.3 54.9 46.5 62.5 41.7 55.9 

（７年生）聞くこと、読むこと、書くことが必須であり、聞くと、読むこと・書くことにおいて 3 ポイント以上

上回っている。知識・技能は 5 ポイント上回った。 

（８年生）書くことにおける正答率が目標値を５ポイント以上上回ったにもかかわらず、観点別正答率の思考・

判断・表現において正答率が目標値をわずかに上回っただけであった点については、リスニング（聞

くこと）の正答率が伸び悩んだ結果と推察する。 

（９年生）８項目中、５項目が目標値を上回っている。さまざまな英文の読み取り、場面に応じた各英作文、３

文以上の英作文において下回っている。 

 

◇具体的な課題◇ 

7 年生 書くことの正答率が 5.2 ポイント、思考・判断・表現においては 2.1 ポイント上回ってはいるが、

表現力をより伸ばすためには、動詞を変えて文を作り、それらを関連づけて繋げ、文章を３文以上

で表現させる指導が必要である。 

8 年生 リスニングにおいて、英語を聞き、絵を見て選んだり選択肢が書かれていたりする問題の正答率は

比較的良いが、英文の後に質問が続いたり解答を記述するような問題が苦手である。 

9 年生 さまざまな英文の読み取り、場面に応じて各英作文、３文以上の英作文において下回っている。 

◇課題の原因として考えられること◇ 

7 年生 普段より継続的に練習する時間が無く、時間を工夫して慣れさせる必要がある。 

8 年生 苦手な出題方法の問題パターンにあまり取り組めておらず、慣れていない。 

9 年生 教科書以外の⾧文に触れさせる機会の少なさが課題である。また、様々な条件での英作文を書かせ

る時間が不足している。 

◇課題解決のための方策◇ 

7 年生 各単元ごと基本文を通してテーマを設けて個人個人で文を作ることに慣れさせる。 

8 年生 苦手な出題方法の問題に多く取り組む。聞き方のポイントや解答の方法も指導する。また話者の出

身国、年齢、男女、話す速度等さまざまな英語を聞かせ、聞くことに慣れさせる。 

9 年生 教科書以外の⾧文に触れさせる機会を増やす。また、様々な条件で英作文を書かせる時間をとる。 

◇次年度の数値目標（成果指数）◇ 

すべての項目において、目標値を上回る。現７・８年生については、区の平均を上回る。 

 

 


