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田川市教育委員会 

 

(1) 全国学力・学習状況調査の目的 

 児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、本市教育施策の評価及び改善策を

検討し、市内小・中学校における学力向上を図る。 

(2) 調査の種類と特徴及び実施日、対象者 

  

(1) 全国学力調査の推移から                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図－１：全国学力調査結果の推移（Ｈ26 年度～Ｒ１年度）】 

 図－１は、過去６年間の全国学力調査結果（活用問題）の標準化得点の推移をク

ラブ化したものです。これをみると、令和元年度は、全国平均（100）には届いて

いないものの、６年間の推移では改善傾向といえます。これは、田川市の学力向上

策（隂山メソッド・ＩＣＴ教育の推進・外国語教育の充実等）の成果であるといえ

ます。※令和元年度の全国学力調査より、基礎と活用を統合した問題に変更になっています。 

調査の種類 実施日及び対象者 調査内容 特 徴 調査科目 

全国学力・ 

 学習状況調査 

（文部科学省） 

平成 31 年 4 月 

小学６年生 

中学３年生 

学力調査 
全国や県と比較した 

本市の学力状況が 

わかる。 

小：国語・算数 

中：国語・数学・英語 

学習状況調査 
（質問紙調査） 

学習や生活習慣に関する児童生徒の意識が 

わかる。 

令和元年度 市内児童生徒の学力・学習状況と改善策 
 

１ 概要 

２ 市内児童生徒の学力・学習状況について 

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 Ｈ30年度 R1年度※

国語Ｂ 90.9 86.4 91.3 92.2 90.0 95.5
算数Ｂ 85.5 81.3 93.4 87.1 88.7 93.5

標準化得点の

推移

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 Ｈ30年度 R1年度※

国語Ｂ 71.7 84.7 85.0 83.0 87.2 86.3
数学Ｂ 65.5 72.5 80.3 77.7 74.2 78.1
英語 81.3

標準化得点の推移

＜全国平均＞ ＜全国平均＞ 

市内中学３年生 市内小学６年生 

＜全国平均＞ 
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(2) 無解答率の推移から 

  

 

 

 

 

 

 

 

【図－２：全国学力調査結果（記述式問題）無解答率の推移（H30～R1）】  

図－２は、全国学力調査結果の無解答率の推移です。これをみると、昨年度と

比べ、全ての教科区分で無解答率が減っています。特に算数・数学で無解答率が

大きく減っています。問題を粘り強く解こうとする意欲の高まりや、日ごろの授

業等において、「考えを書く活動」が習慣化してきていることがうかがえます。 

(３) 記述式問題の正答率から 

  

 

 

 

 

 

 

【図-３：令和元年度 全国学力調査結果（記述式問題）全国との比較】 

 図―３は、令和元年度全国学力調査結果の「記述式問題」の正答率を全国平均

と比較したグラフです。これをみると、小学校の国語が全国平均を上回っている

ものの、その他の３区分で全国平均を下回る結果となっています。 
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無解答率が減っているにもかかわらず、正答率が伸びていないのは、問題解決

に必要な知識・技能が身についていない他に、長い文章問題を十分読み解くこと

ができていないなどの理由が考えられます。また、質問紙調査の結果より明らか

となった、「読書をする機会が少ない」ことも、その一因であると考えられます。 

(4) 児童生徒質問紙結果から 

＜外国の人と友達になったり、外国のことについてもっと知ったりしてみたいと思いますか？＞  

 

 

 

 

 

 

＜これまでに受けた授業で、コンピュータなどのＩＣＴをどの程度使用しましたか？＞ 

 

 

 

 

 

【図－４：令和元年度 児童生徒質問紙結果 全国との比較】 

図－４は、令和元年度児童生徒質問紙調査の「外国語教育」及び「ＩＣＴ教育」

に関する結果です。これをみると、どちらの結果とも、全国を大きく上回る結果

となっています。学力向上アドバイザーによる指導助言により、市内教員の指導

力が向上し、より質の高い授業が行われるようになったことが結果の要因として

考えられます。 

 

 

 

 

 



4 

 

＜話し合う活動を通して、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思いますか＞ 

 

 

 

 

＜自分の考えがうまく伝わるよう、資料や文章、話の組み立てなどを工夫し、発表していたと思いますか＞  

 

 

 

【図-５：Ｒ１年度 全国学力調査結果 児童生徒質問紙）全国平均との比較】 

図－５は、令和元年度児童生徒質問紙調査の思考力・表現力に関する結果です。

これをみると、考える力や表現する力が身についていないと感じている児童生徒

の割合が全国より多い結果となっています。 

これからの時代を生き抜くために必要な資質・能力である考える力及び表現す

る力を育成するために、日ごろの授業において、児童生徒が進んで学ぶ必要性を

感じながら、考えたことを表現したくなる学習活動を多く取り入れる必要があり

ます。 

＜自分には良いところがあると思いますか＞ 

 

 

 

 

 

【図-６：全国学力調査結果（児童生徒質問紙）全国平均との比較】 

図－６は、児童生徒質問紙調査の自尊感情に関する項目の結果です。これに類

似する質問項目と合わせてみると、中学校では、「自分には良いところがある」

市内中学３年生 市内小学６年生 

市内中学３年生 市内小学６年生 

市内中学３年生 市内小学６年生 
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と答えている割合が、全国と比べて多くなっています。一方で、「良いところは

ない」と答えている割合も全国と比べて多く、特に小学校でその割合が大きくな

っていました。児童生徒を取り巻く環境において、一人ひとりの存在や言動を認

める機会が不足していることが考えられます。 

＜学校のきまりを守っていますか＞ 

 

 

 

 

 

【図-７：全国学力調査結果（児童生徒質問紙）全国平均との比較】 

図－７は、令和元年度 児童生徒質問紙調査のルールやマナーを守る意識に関

する項目の結果です。これをみると、中学校では、「学校のきまりを守っている」

と答えている割合が全国と比べて多くなっています。一方、小学校では「学校の

きまりを守ることができている」と答えた割合が全国と比べて少なくなっていま

す。また、「きまりを守ることができていない」と答えている割合も全国と比べ

て多くなっていました。まずは、各学校でつくられている「学習・生活のきまり」

を学校と家庭で共有し、児童がそれを守っていこうとする支援体制が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内中学３年生 市内小学６年生 

今回の調査結果から、成果として次の４点が明らかとなりました。  

○ 記述式問題の無解答率が大きく減少した。（小・中） 

○ 記述式問題の正答率が全国平均を上回った。（小学校：国語）  

○ 「ＩＣＴ教育」や「外国語教育」に関する肯定的な回答が、  

全国平均を大きく上回った。 

○ 「自分にはよいところがある」「きまりを守っている」に 

関する肯定的な回答が、全国平均を上回った。（中） 

 一方で、今後、さらに力を入れるべき課題が明らかとなってきました。  

 ● 考える力や表現する力を十分育てることができていない。 

 ● 自らを大切な存在と感じている児童生徒が、全国平均と 

比べて少ない。 

● ルールやきまりを守っていると答えている児童が、全国 

平均と比べて少ない。 

以上のことから、田川市教育委員会では、次項の３つの改善策に取り組みます。 

－8.0ｐ ＋8.1ｐ ＋2.7ｐ ＋0.9ｐ 
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これからの時代をたくましく生き抜くために大切な考える力や表現する力を

育てるために、市内小・中学校で以下のような授業スタイルを目指します。 

① 田川市が目指す「授業スタイル」 

ア スピードとテンポのある授業 

児童生徒が集中して自らすすんで学ぶことができるように、自分で考え

る時間や習熟の時間を確保するなどの時間配分を見直すとともに、ねらい

をより明確にした上で、スピードとテンポのある授業（集中速習型授業）

を行います。 

イ ペアやグループで考えを議論する活動のある授業 

児童生徒の考える力を育てるため、ペアやグループでの 

学習において、問題を解決するために必要な情報を集めた 

り、考えを練り合ったり、整理したりするなどのアクティ 

ブラーニング（協働学習）を位置付け、より深い学びを目 

指します。 

ウ  自らの考えを進んで表出する活動のある授業 
       児童生徒の表現する力を育てるため、グループ内で自ら 

の考えを出し合ったり、全体の場で相手に分かりやすく 

説明・プレゼンテーションしたりする活動を日常の授業に 

位置付けます。 

② ＩＣＴ教育機器の活用 

平成 29 年 11 月に電子黒板や実物投影機、デジタ 

  ル教科書等のＩＣＴ機器を導入したのに加え、令和 

元年９月に新たに各校にタブレットパソコンを導入 

しました。 

電子黒板や実物投影機は、資料や動画を大きく映 

し出すことができるので、児童生徒の興味・関心を 

高めたり、学習内容の理解を深めたりする効果が期 

待できます。 

これに加えて、タブレットパソコンをグループに１台置くことで、仲間と知

りたい情報をインターネットで検索したり、それぞれの考えをタブレットで整

理したり、意見を他のグループとシェアしたりする学習活動をスムーズに行う

ことができるようになります。 

３ 改善策 

改善策１：考える力、表現する力を育てる授業を強化します 

主に学校において 
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 ①「褒められる経験」「成功体験」「モデルとなる人との出会い」を 

増やす取組 

児童生徒が自らを大切な存在と感じる気持ち（自尊感情）を高めるためは、

学校だけでなく、家庭・地域でも「褒められる経験」や「成功体験」、「モデル

となる人との出会い」などが重要となります。 

学校では、日常の学校生活や学習場面において、自らの 

成長が実感できる取組（朝の学習・モジュール学習での 

100 マス計算や漢字練習等）や「いいとこ見つけ」などを、 

今後も徹底・強化していきます。 

家庭でのお手伝いや地域でのボランティア活動などで、 

「よくがんばったね。ありがとう。」と声をかけてもらう 

ことで、子どもたちは、自信をもち、積極的に人とのかかわりをもつようにな

ります。 

 今年度の児童生徒質問紙では、「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、「参加している」と答えた割合が、小・中学校とも全国を下回 

っていました。人とのつながりが希薄になりつつある時代だからこそ、地域活

動に子どもたちを積極的に参加させ、モデルとなる人との出会いや、児童生徒

が、地域の人から褒められる機会を増やしていきましょう。 

② 言葉を介した子どもとの語らい 

ＳＮＳの進化に伴い、言葉を介した親子のコミュニケ―ション不足が懸念され

ています。児童生徒質問紙では、「家の人と学校での出来事について話をします

か」の質問に対して、「している」と答えた割合が、小・ 

 中学校ともに全国を下回っています。 

各家庭での会話の中で、社会問題やニュースに関する 

話題を加えることが、ひいては児童生徒の学力向上にも 

つながります。 

例えば、日常の会話の中で、短い時間でも「この出来 

 事をあなたはどう思う？」、「将来、何がしたい？」など 

と、問いかけて会話をしてみてはいかがでしょうか。また、本の読み聞かせをし

たり、いっしょに図書館に本を借りに行ったりすることも有効です。このような

「言葉を介した親子とのふれあい」の機会を増やすことは、自らの考えを自信を

もって発信できるようになり、変化の激しい時代を生き抜く原動力となります。 

改善策２：自らを大切な存在と感じる取組を強化します 

主に家庭において 

ぼくが大人に 

なったら… 
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落ち着いた雰囲気で学校生活を行うためには、きまりやマナーを守ろうとする

児童生徒の意識（規範意識）がとても大切になってきます。 

こうした意識を育むために、各学校では、日頃からの生徒指導に加え、「学校

や社会のきまりは、自分自身やまわりの人たちが安心して学習・生活できるため

に大切だ」と自覚できる道徳教育等を教育活動全体を通じて行っていきます。ま

た、市内中学校の統合を見据えて、市内小・中学校共通の学習規律や生活規律に

ついて、課題を共有して９年間を見通した取組となるよう協議を進めていきます。 

ただ、これだけでは十分とはいえません。ルールやきまり 

を守る意識をさらに高めるためには、家庭や地域と連携して 

取り組むことが重要です。 

市内の学校ではＰＴＡを中心に、「アウトメディアチャレ 

ンジ（テレビやインターネットを見る機会を減らす取組）」や、」 

「スマホ・携帯電話の使い方」について定期的に呼びかけているところもありま

す。教育委員会からは、ホームページや広報紙を通じて、こうした各学校での取

組等の情報を積極的に発信し、保護者の皆様や地域の皆様と協働で児童生徒の規

範意識を高める取組を強化していきます。 

 

本市は、学校・家庭・地域・教育行政がそれぞれの役割を自覚し、  

「ぐるみ」で学力向上を目指しています。 

また、それぞれの学力向上策が、効果的にはたらいているかを 

学力調査の結果等を分析・評価し、改善することを繰り返す経営 

手順（マネジメントサイクル）を取り入れて、よりよい学力向上  

策となるよう努めています。 

今後も、本市の学力向上の取組にご理解とご協力のほどよろしくお願いします。 

 

地域ぐるみで 


