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品川区立浜川中学校

（１）各教科の定着状況についての概要

（２）具体的な課題

平成３１年度『品川区学力定着度調査』分析資料国語科

（３）課題の原因として考えられること

ほぼすべての領域および観点において区の平均や全国の平均を上回っている。昨年の７年生と比較して特にこれまで本校
の生徒が苦手としてきた説明的文章の読み取りにおいて正答率が高かったこと、また「漢字を書く」という領域において、正
答率が上がったことが全体の平均点の引き上げにつながったものと思われる。

ほぼすべての領域および観点において、区の平均や全国の平均を下回っている。昨年の８年生と比較して、文学的文章の
読み取り、文法・語句に関する知識が下回っている。言葉の知識が不足しているところに根本の原因があると思われる。

すべての領域および観点において区の平均や全国の平均を上回っている。昨年の９年生と比較して、特にこれまで本校の
生徒が苦手としてきた説明的文章の読み取りにおいて正答率が高く、取り組んできた作文力が向上したことで全体の平均
点の引き上げにつながったものと思われる。

本校の生徒の特徴の一つにボキャブラリーの不足があげられる。今回の調査で文法、語句に関する知識が目標値「65.0」に
対して「66.0」なので、さらに5ポイントは数値を上げたい。与えられたものから発想を広げ、違う表現や逆の表現へ発展させ
ることが苦手である。また、文法の知識が足りないことも特徴の一つである。

概ね目標値に近づいてはいるが、極端に低い生徒の数値が平均点を下げている。特に達成できていない問題は「文法・語
句に関する知識」と「作文」であった。記述式の問題全般に苦手意識がある。特に「文法・語句に関する知識」は目標値
「70.0」に対して「63.7」なので、まずは目標値と同等の数値を目指したい。

平均は越えているが、その中で「作文」の領域が目標値「66.0」に対して「69.2」と、他の領域と比較して低い。書くことができ
ている生徒の中には満点を取れている生徒もいるが、その一方で全く取り組めなかったり、書けていても問いに正対できな
い生徒がいる。

各自が自己の課題克服を意識して、積極的自発的に学ぼうとする環境を整える。記述問題について、まずは自分で解いて
みようという意識を持たせる。辞書などを活用し、表現力語彙力を高める。

漢字や語句、文法などの基礎基本の習得を大事にしつつ、そこで得られた力を応用できるように授業改善を図っていく。ま
た、全体として目標値プラス「10ポイント」を目指したい。

全ての正答率の平均以上を目指す。特に基本である「漢字や語句の学習」に関しては平均を大きく上回るようにしたい。

数値目標は、8年生の現段階で目標値プラス「1.8ポイント」なので、プラス「5ポイント」としたい。また、国語全般に対する興
味関心意欲を育て、進学先でも進んで学ぶことができるように支援する。

（４）課題解決のための方策（取組指標）

（５）次年度の数値目標（成果指標）

「漢字や語句の学習」や「条件付き作文」に対する取組ができていない。書くことに苦手意識を感じている生徒に対して興味
関心の惹きつけができていない。

1学期の授業態度を観察したところ、筆記具を正しく持つことができない生徒が半数以上いることから、小学校における硬筆
の指導が浸透していないことが分かった。また、基礎的な語句も知らないことが多いので、小中連携のメリットを活かして、
小学校の先生と情報交換を密にしていく。作文力も低いことから、書く力表現する力の指導が足りていないことが分かる。

書くことに苦手意識を感じている生徒に対して、興味関心を喚起することができていない。感想文や主張作文以外に、条件
作文の練習量が不足している。

ＩＣＴ推進校の強みを生かし、視覚教材の使用を増やして、国語への興味関心を喚起していく。また、小学校で学びきれな
かった事柄の習得のために、授業態度の改善を促し、文字を丁寧に読み書きする習慣を作る。基本的な漢字やひらがなの
「字形」からやり直す。

「漢字や語句の学習」に関しては、漢検等も利用しながら、興味関心を喚起していく。「作文」に関しては、初読後の感想や学
習後の感想など、日常から「書く」機会を増やし、作文に抵抗感をなくしていくようにする。
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「知識・理解」について、７年生までに学習した基礎的な知識に対する理解が不十分であることが明らかになった。また、「中
世の日本」の校内平均正答率は、目標値を9.9、自治体を7.7、全国を10.9下回り、中世の諸産業の発達、室町時代における
東アジア諸国との交流に関する知識が不十分であることが明らかになった。

「知識・理解」について、地理的・歴史的分野の基礎的な知識に対する理解が不十分であることが明らかになった。また、
「日本の地域構成」の校内平均正答率は、目標値を9.3、自治体を6.2、全国を7.5下回り、日本の領域や時差に関する知識
の定着に課題が見られた。

（３）課題の原因として考えられること
「知識・理解」が伸び悩んだ理由としては、授業中に学んだ内容を自分でまとめて理解していくスキルが不足していたと考え
られる。また、「我が国の歴史」の校内平均正答率が低かった理由としては、6年生の学習内容が定着していなかったからと
考えられる。

（４）課題解決のための方策（取組指標）
「知識・理解」の育成については、一問一答形式などの確認テストを単元ごとに実施して、基礎的・基本的な知識の定着の
機会を充実させていく。また、「我が国の歴史など」小学校で学習した範囲に関しては、自主的に授業プリントの内容をノート
にまとめ、主体的な学習の中で知識の定着を図っていく。

「中世の日本」をはじめとした７年生で学習した歴史的分野の範囲については、朝学習や長期休業の機会を活用して、一問
一答形式の重要用語の確認テストを実施し、基礎的・基本的な知識の定着を図っていく。また、単元全体で学習した内容を
振り返る場面を設定し、ペアやグループで意見交換をする中で、生徒同士がお互いの知識を深める機会を充実させていく。

「日本の地域構成」をはじめとした８年生で学習した地理的分野の範囲については、朝学習や長期休業の機会を活用して、
一問一答形式の重要用語の確認テストを実施し、基礎的・基本的な知識の定着を図っていく。また、単元全体で学習した内
容を振り返る場面を設定し、ペアやグループで意見交換する中で、生徒同士がお互いの知識を深める機会を充実させてい
く。

（５）次年度の数値目標（成果指標）

「知識・理解」が伸び悩んだ理由としては、授業中に学んだ内容に対する理解を主体的に深める機会や、生徒同士がお互い
の知識を共有しながら深めていく場面が不十分であったことが挙げられる。また、「中世の日本」の校内平均正答率が低
かった理由としては、「鎌倉時代」「室町時代」などの単元を大観し、知識を整理して定着させる場面が不足していたからと考
えられる。

「知識・理解」が伸び悩んだ理由としては、授業中に学んだ内容に対する理解を主体的に深める機会や、生徒同士がお互い
の知識を共有しながら深めていく場面が不十分であったことが挙げられる。また、「日本の地域構成」の校内平均正答率が
低かった理由としては、「日本の領域」「時差」などの単元で習得した知識を活用する場面が不足していたからと考えられる。

品川区立浜川中学校
社会科 平成３1年度『品川区学力定着度調査』分析資料

（１）各教科の定着状況についての概要

校内平均正答率は、目標値を1.3、自治体平均正答率を2.3、全国平均正答率を2.3下回った。また、基礎は62.1で、目標値を
2.1、自治体を2.2、全国を2.7下回り、基礎的な知識の定着の点で課題が見られた。

校内平均正答率は、目標値を7.3、自治体平均正答率を5.0、全国平均正答率を9.6下回った。また、基礎は58.、目標値を
7.7、自治体を4.9、全国を9.9下回り、基礎的な知識の定着の点で課題が見られた。

校内平均正答率は、目標値を2.9、自治体を2.1、全国を3.2下回った。また、基礎は目標値を4.1、自治体を2.0、全国を0.8下
回り、基礎的な知識の定着の点で課題が見られた。一方、活用の校内平均正答率は、目標値を0.9上回った。

（２）具体的な課題

「知識・理解」について、小学生までに学習した基礎的な知識に対する理解が不十分であることが明らかになった。また、「我
が国の歴史」の校内平均正答率は、目標値を1.7、自治体を1.8、全国を2.2下回り、小学生までに学習した歴史単元に関する
知識の定着に課題が見られた。

校内平均正答率が目標値及び自治体平均正答率を３ポイント超えることを目標とする。特に「知識・理解」において、目標値
及び自治体平均正答率を上回ることを目指していく。また、各領域における校内平均正答率で偏りが出ないことも併せて目
指していく。

校内平均正答率が目標値及び自治体平均正答率を４ポイント超えることを目標とする。特に「知識・理解」において、目標値
及び自治体平均正答率を上回ることを目指していく。また、各領域における校内平均正答率で偏りが出ないことも併せて目
指していく。

校内平均正答率が目標値及び自治体平均正答率を５ポイント超えることを目標とする。特に「知識・理解」において、目標値
及び自治体平均正答率を上回ることを目指していく。また、各領域における校内平均正答率で偏りが出ないことも併せて目
指していく。



７年生

８年生

９年生

７年生

８年生

９年生

７年生

８年生

９年生

７年生

８年生

９年生

７年生

８年生

９年生

（１）各教科の定着状況についての概要

基本的な計算力や平面図形の知識は定着しており、特に円周についての問題に関しては目標値よりも22.2％と最も高くなっ
ている。また、正答率が目標値を大きく下回ることがない。

関数領域と図形領域の正答率が目標値に達しておらず、数学的な見方・考え方の定着に課題がある生徒が多い。正負の
数の計算や１次方程式は目標値を越えており、知識・理解や数学的な技能が定着している傾向にある。

全体の達成率は目標値を9.1％上回り、区平均よりも2.6点上回る結果となった。各項目においても目標値および区平均を上
回り、基礎・活用ともに定着していると言える。特に、「計算の復習」の項目の正答率が88.5％の昇り、毎授業の復習プリント
の成果が表れ、数学的な技能が定着している。

（２）具体的な課題

品川区立浜川中学校
数学科 平成３1年度『品川区学力定着度調査』分析資料

知識や技能を応用する力の向上が必要である。問題を正しく理解し、筋道を立てて考えていく能力に課題がある。また、数
学に苦手意識が高く、発展的な問題に直面したときに解決する意欲が下がってしまう傾向にある。数学に苦手意識を感じて
いる生徒が多いことも課題の一つである。

計算問題に比べ、定義や定理の確認を、繰り返し学習をする機会を作っていないことから、知識が定着できていない。

（４）課題解決のための方策（取組指標）

朝ステップや補習で小数・分数の解法を指導し、何度も問題を解かせることで知識と技能を定着させる。また反比例につい
ては授業の導入を丁寧に行うとともに、机間指導を細やかに取り組むことで課題を解決する。

文章問題については問題な内容理解を十分に行い、解答の筋道を明確にして指導していく必要がある。そして類似問題を
反復練習させることで、定着を図る。図形問題においてはＩＣＴ教材を有効に活用し、空間の認識能力を養っていく。

小数・分数の計算において正答率が目標値よりも2.7％低い問題が２つあるので、苦手意識が強いと感じる。他はすべて目
標値と同程度の正答率だった。また反比例についての知識・理解・技能が目標値よりも7.9％と大きく下回っている。

比例・反比例など、関数領域においてグラフを活用した応用問題に課題がある。問題を適切に把握し、数学的に筋道を立て
て考える能力の向上が必要である。図形領域においても同様に、見方・考え方の定着に課題がある。知識を応用する力や
空間認識能力の向上が必要である。また、数学に苦手意識を感じている生徒が多いことも課題の一つである。

「証明」の項目が目標値に比べ0.4％しか上回っていないことから、図形の性質の理解と、数学的・論理的に説明する力が不
足している。

（３）課題の原因として考えられること

小数・分数の計算においては指導すれば解けるようになったので、問題を解く機会が少なかったことが原因だと考える。また
反比例の表から規則性を見出すことができていないので、そもそも知識が身についていないと考える。

補習教室や授業内で図形の証明問題の理解を定着させるためにプリントによる学習を行い、定義や定理をしっかり理解で
きるよう繰り返し学習する機会を作る。

（５）次年度の数値目標（成果指標）

小数・分数の計算で目標値を上回る問題を2つほど増やしていくとともに、下回る問題を無くしていく。また反比例について
は、正答率を80％まで上げ全体の知識理解・技能を向上させていく。

関数領域の正答率40％以上、図形領域の正答率56％を目標とし、基礎・活用の両面で目標値を上回るよう能力を向上・定
着させていく。また、数学的な技能の正答率で60％以上を目指し、基礎的な計算能力の定着を継続的に行っていく。

校内平均正答率が目標値及び自治体平均正答率を超えることを目標とする。特に「知識・理解」において、目標値及び自治
体平均正答率を上回ることを目指していく。また、各領域における校内平均正答率で偏りが出ないことも併せて目指してい
く。
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品川区立浜川中学校
理科 平成３1年度『品川区学力定着度調査』分析資料

（１）各教科の定着状況についての概要
校内平均正答率は目標値を0.1下回ったが、目標値に近い値をとることができた。また、基礎は目標値を3.0上回ることがで
きたが、活用は6.6下回る結果となった。「動物のからだのつくりとはたらき」や「てこのはたらき」では目標値を大きく上回るこ
とができたが、「月と太陽」、「大地のつくりと変化」では7.0以上目標値を下回った。観点別正答率では、「観察・実験の技
能」、「自然現象についての知識・理解」では目標値を上回ったが、「自然現象への関心・意欲・態度」では目標値を達成する
ことが出来なかった。

　還元の化学変化や気体の質量など、「粒子」の領域での学習内容の定着に課題がある。また、観点では、「科学的な思
考・表現」が「自然事象への関心・意欲・態度」「観察・実験の技能」「自然事象についての知識・理解」と比較して正答率が高
くないので、改善する必要がある。

（３）課題の原因として考えられること
「自然事象に対する関心・意欲・態度」が50を下回った原因として考えられるのは、科学と日常生活を結び付けられず、身近
に感じられていないことである。また、「自然事象に対する関心・意欲・態度」の値が低いために、他観点の値も向上せず、
「科学的思考・表現」が大きく目標値を下回る原因にもつながっていると考えられる。

「自然事象に対する関心・意欲・態度」が50を上回り、昨年度よりも改善が見られた。しかし、他観点においての正答率が下
降傾向にあるのは、生徒に繰り返して学習する習慣が定着していないことが大きな原因と考えられる。また、問題別の正答
率を見ていくと、自らの知識をもとに考えたり計算したりする問いの正答率が低くなっている。

　「粒子」の領域では、化学変化など学習内容において、原子を目で見て確認することができないために十分な理解ができ
ないと考えられる。また、「科学的な思考・表現」の観点では、「生命」の領域の正答率は高いことから、電流などの学習内容
で計算を伴うことが、正答率が高くない原因であると考えられる。

校内平均正答率は目標値を7.9.下回った。基礎は目標値を10.5、活用は目標値を1.1下回った。また、「光の性質」について
は目標値を上回ることができたのに対し、「植物の分類」や「力と圧力」では目標値を大きく下回り、分野ごとの理解の差が
大きく表れている。観点別正答率では、「科学的な思考・表現」、「観察・実験の技能」、「自然現象についての知識理解」が
前年度校内平均正答率より大きく下回る結果となったが、「自然現象への関心・意欲・態度」と「観察・実験の技能」は上回る
ことができた。

校内の正答率は、目標値を0.2ポイント上回っている。基礎は目標値より０．８ポイント上回っているが、活用は目標値を1.4
ポイント下回っている。「地球」の領域では目標値を4.7ポイント上回っているのに対し、「粒子」の領域では5.2ポイント下回っ
ている。観点別にみると、「観察・実験の技能」が目標値を5.1ポイント上回っているのに対し、「科学的な思考・表現」では、
0.9ポイント下回っている。3年間通して平均正答率が向上しているとともに、前年度の平均正答率の目標値を達成した。

（２）具体的な課題
「観察・実験の技能」は目標値を4.0上回ることができたが、「自然事象への関心・意欲・態度」「科学的な思考・表現」の観点
では、目標値を下回った。「自然事象についての知識・理解」は目標値を上回ることができたが、十分とは言えない。中でも、
「自然事象への関心・意欲・態度」では平均正答率が50を下回っており、意欲的に学習している生徒が多くないことが明らか
になった。

「自然事象への関心・意欲・態度」、「科学的な思考・表現」、「観察・実験の技能」、「自然事象についての知識・理解」の全て
において目標値よりも大きく下回った。特に「科学的な思考・表現」、「自然事象についての知識・理解」は平均正答率が50を
下回り、学力の定着に向けて改善する必要がある。

教科の校内平均正答率が目標値を達成できるようにしていく。そのうち「科学的な思考・表現」においては、55以上を目指
す。また、問題別に正答率を見ていくと、記述問題が特に低い傾向にあり、正答率20を下回る問題が4つあるので、領域や
出題形式によって正答率に大きな偏りが出ないことを併せて目指していく。

教科の校内平均正答率50以上を目指し、目標値に近づけていく。また、「科学的な思考・判断」及び「自然事象についての知
識・理解」については正答率を上げ、50以上を目指していく。また、平均正答率が低い傾向にある計算問題や思考について
問われる問題についても改善を目指していく。

　現状を維持しつつ、3年間通して正答率が向上してきたことを踏まえ、正答率が今回以上に目標値を上回ることを目標とす
る。各観点において、校内平均正答率に偏りがでないことも併せて目指していく。

（４）課題解決のための方策（取組指標）
科学と日常生活の深い関わりを意識させるため、科学的に考えることの大切さや面白さを伝えることが大切であると考えら
れる。また、多くの実験を授業に取り入れ、考察などを効果的に取り入れて「科学的な思考・表現」の力を身に付けさせ、記
述問題にも対応する力を身に付けさせる。

最も正答率が低い値となった「力と圧力」では、再度観察・実験の時間を確保するとともに、圧力の計算方法ももう一度確認
し、学習の定着を図る。また、思考問題や計算問題が苦手な傾向があるため、今後の学習でも十分に時間を確保して進め
ていく。

「粒子」の領域では、モデルを使って説明をしているが、各自がカード等を用いて学習できるようにする。「科学的な思考・表
現」の観点では、観察・実験の考察をする時間を十分確保するともに、調べ学習をする際に、発表を通して考える場面を今
まで以上に設定する。

（５）次年度の数値目標（成果指標）
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季節や数字に関する項目が他の項目より正答率が下回っている。

リスニングにおいては、校内平均正答率が自治体および全国をどちらも3ポイント近く上回っている。また、コミュニケーション
への関心・意欲・態度でも、自治体、全国のどちらも上回っている。一方、長文の読み取りおよび3文以上の英作文において
は、自治体、全国を6ポイント以上も下回り、まとまった英文を読み取る力とつながりのある文を書く力は不十分であることが
わかった。

領域別、観点別のどちらも、すべての項目において目標値および全国平均正答率を上回っているが、領域「書くこと」、観点
「表現の能力」において０．１ポイント自治体の平均を下回る結果となった。

（３）課題の原因として考えられること
自ら季節についても話題や数字を扱う場面が、小学校で不足しているか、またはあいまいな理解で止まっていると考えられ
る。

（１）各教科の定着状況についての概要
正答率平均は８割を上回っており、小学校で養われた身近な英語に対する知識や聞き取りの能力が定着していることが示
されている。

校内平均正答率は目標値を2.8、自治体を2,3、全国を3,7下回った。また、基礎は63,5、活用は43.3、基礎では目標値2を2,7、
自治体を1,9、全国を3,7下回り、基礎的な知識の定着、および活用の点で大きな課題が見られた。

校内平均正答率は目標値を6.4、自治体を2.2、全国を4.9上回る結果となっている。校内平均正答率が目標値を下回った問
題内容は「場面に応じて書く英作文」（⁻9.7）と「語形・語法の知識理解」(⁻0.6）の2項目のみである。その他すべての問題内容
別正答率、観点別・領域別正答率について目標値を上回る結果となり、おおむねよい結果が得られた。

（２）具体的な課題

「単語の並べ替えによる英作文」については目標値を１０ポイント以上上回る結果が得られた。前年度後半より、語順の
ルールの徹底を図る目的で取り入れた帯活動でのペアトレーニングの成果が表れているのではないかと考えられる。課題
である「英作文」についても、同様に、教科書のプロジェクト等を待たず、普段から書く機会を取り入れることで書くことへの意
識のハードルを下げ、書く力を伸ばすよう指導していく。

（５）次年度の数値目標（成果指標）
リスニングだけでなく、４技能すべてに関してバランス良く能力向上を目指していく。全ての領域で区平均を上回ることを数値
目標とする。

校内平均正答率が目標値、自治体平均正答率を超えることを目標とする。また、各領域における校内平均正答率で偏りが
出ないことも併せて目指していく。今回目標値、自治体平均、全国平均を上回ったリスニングとコミュニケーションへの関心・
意欲・態度の数値は引き続き上回ることも目標とする。

英語全般に対する興味関心意欲を育て、進学先でも意欲的かつ自主的に学ぶことができるように支援する。

「長文の読み取り」が伸び悩んだ理由としては、単語力の不足とまとまった英文を読み取る経験が不足していることが考えら
れる。また、「３文以上の英作文」の正答率が低かった理由としては、基礎的な単語力と文法活用能力の不足に加えて、問
題から求められている文章構成力が備わっていないことが考えられる。

「場面に応じて書く英作文」という問題内容の正答率が低く、領域と観点の正答率が下がる結果となったと思われる。「３文
以上の英作文」という問題内容の正答率に関しては、目標値を上回っていることから、条件にあった英文の組み立てに必要
な語いが十分に定着していないことが原因として考えられる。

（４）課題解決のための方策（取組指標）

季節や数字に関する知識を定着させるために、教科書で扱う単元の他に、日常的に使用する場面を授業内で意識的に設
定する。

「長文読解力」の育成については、教科書の音読と読解を徹底して行い、単語と文を瞬時に捉える力を養うとともに、読み物
教材を活用して、様々な文章に多く触れて読み取る力をつけさせていく。また、英作文については、基本となる文法を反復練
習から定着させるとともに、スピーチやプレゼンテーション、エッセイなどを通して、まとまった文を書く機会を授業の中に取り
入れ、どんなことをどのような構成で書くか、を身につけさせていく。


