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１ はじめに 

 令和３年度全国学力・学習状況調査の本市の結果概要についてお知らせします。本内容

をご活用の際には本調査の趣旨を十分御理解いただき，適切な取扱いをお願いします。 

 

２ 調査の概要 

（１）調査の目的 

義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から，全国的な児童・生徒の学力

や学習状況を把握・分析し，教育施策の成果と課題を検証するとともに学校における

児童・生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てる。さらに，そのような

取り組みを通じて，教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立する。 

 

（２）調査の実施日 

令和３年５月 27日（木） 

 

（３）調査の対象 

  小学校第６学年及び中学校第３学年 

 

（４）調査の内容 

① 教科に関する調査（国語，算数・数学） 

国語，算数・数学はそれぞれ次の ア）と イ）を一体的に出題。 

ア) 身に付けておかなければ後の学年等の学習内容に影響を及ぼす内容や，実生活

において不可欠であり常に活用できるようになっていることが望ましい知識・

技能など 

イ) 知識・技能等を実生活の様々な場面に活用する力や，様々な課題解決のための構

想を立て実践し評価・改善する力などに関わる内容 

※ 調査問題は学習指導要領（小学校調査においては平成 29年告示，中学校調査に

おいては平成 20年告示）に示された目標及び内容等に基づいて作成。 

② 質問紙調査 

学習意欲，学習方法，学習環境，生活の諸側面等に関する質問紙調査を実施。 

 

（５）調査の方式 

悉皆調査 

 

（６）分析の目安となる平均正答率の扱い 

 本調査の結果で示されている平均正答率の比較については，文部科学省の考え方に準

じ，「平均正答率の±10％」を分析の一つの目安とする。 

 一方，平成 30年度までは，同報告書において「平均正答率の±５％の範囲内にあり， 
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大きな差は見られない」とされていた。経年変化等の分析から，従前の「平均正答率の

±５％」も一つの目安として捉え，それぞれの数値を踏まえた分析をする。 

（参考）令和３年度の「全国学力・学習状況調査 報告書」（国立政策研究所） 

○ 各都道府県・指定都市（公立）の状況については，平均正答率をみると，全ての

都道府県・指定都市が平均正答率の±10％の範囲内であり，大きな差は見られない。 

（令和３年８月 文部科学省 国立教育政策研究所） 

 

（７）本市の基本的な考え 

本調査結果は，本市の教育施策と課題を検証し，その改善を図る上で，児童・生徒の

学力の一側面を示す客観的な資料の一つであるとともに，児童・生徒への教育指導の充

実や学習状況の改善等に役立てるものである。 

なお，本調査は，幅広く児童・生徒の学力や学習状況等を把握することなどを目的と

して実施しているが，実施教科が特定の教科のみであることや，必ずしも学習指導要領

全体を網羅するものではないことなどから，本調査の結果については，児童・生徒が身

に付けるべき学力の特定の一部分であること，学校における教育活動の一側面である

ことに留意する必要がある。 

 

３ 教科に関する調査結果 

（１）各教科の平均正答率一覧                     （単位：％） 

学年 教科 全国 神奈川県 県域 南足柄市 

小学６年 
国語 64.7 63 59 58 

算数 70.2 70 67 65 

中学３年 
国語 64.6 65 65 64 

数学 57.2 58 57 53 

※県及び県域の平均正答率は，小数第１位を四捨五入した整数値で国から提供された。 

  ※県域は，政令指定都市（横浜市・川崎市・相模原市）を除いた地域のことを指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小学校国語，算数は，全国平均正答率を５％より下回っており，中学校国語，数学

は，全国平均正答率±５％の範囲内にある。なお，全国平均正答率±10％以内には，

全教科が含まれる。 
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（２）各教科における平均正答率の詳細 

ここでは，各教科の平均正答率と全国と比較した主な設問別の平均正答率及び，低い

正答率の設問に対しての，「指導のポイント」を記載する。 

 

① 小学校国語 

ア) 学習指導要領の内容別の平均正答率（評価の観点別を含む） 

分類 区分 
対象 

問題数 

平均正答率（％） 

本市 全国（公立） 

知識及び技能 

(１)言葉の特徴や使い方に関する事項 6 60.0 68.3 

(２)情報の扱い方に関する事項 0   

(３)我が国の言語文化に関する事項 0   

思考力，判断

力，表現力等 

Ａ 話すこと・聞くこと 3 75.4 77.8 

Ｂ 書くこと 2 53.9 60.7 

Ｃ 読むこと 3 41.1 47.2 

 

 

 

 

 

 

 

イ) 主な設問別の平均正答率 

【全国よりも高い，もしくは８割を超えた主な設問別の平均正答率】 

問題 

番号 
問題の概要 質問の趣旨 

問題 

形式 

平均正答率（％） 

本市 全国（公立） 

１三 

津田梅子についての【スピーチ】の

練習の     部分で話す内容

として適切なものを選択する 

目的や意図に応じ，資

料を使って話す 選択式 82.6 81.0 

２二 

面ファスナーに関する【資料】の文

章の中の「より」と同じ使い方とし

て適切なものを選択する 

思考に関わる語句の

使い方を理解し，話や

文章の中で使う 

選択式 87.5 87.5 

【全国よりも低い，もしくは５割を下回る主な設問別の平均正答率】 

問題 

番号 
問題の概要 質問の趣旨 

問題 

形式 

平均正答率（％） 

本市 全国（公立） 

２三 

面ファスナーに関する【資料】を読

み，メストラルは，何をヒントに，

どのような仕組みの面ファスナー

を作り出したのかをまとめて書く 

目的に応じ，文章と図

表とを結び付けて必

要な情報を見付ける 
記述式 24.4 34.4 

Ｂ 書くこと

Ｃ 読むこと

(1) 言葉の特徴

や使い方に関す

Ａ 話すこと・

聞くこと

本市 全国（公立）

(１)言葉の特徴や使い方に関する事項 
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【指導のポイント】「必要な情報を見付ける」とは，文章の中から，目的に応じて

必要な情報を取捨選択したり，整理したり，再構成したりすることである。 

 実生活において，児童が触れる文章には，図表やグラフなどを含むものが多

い。そのため，学習指導に当たっては，そのような文章を読む際に，文章中に用

いられている図表などが，文章のどの部分と結びつくのかを明らかにした上で，

文章と図表などの関係を捉えて読むことができるようにすることが大切である。

文章と図表などの情報を合わせて読むことで，内容についてより深く理解したり

解釈したりすることができる。その際，図表からも必要な情報を見付けたり，見

付けた情報を言葉に表したりすることが求められる。 

 

問題 

番号 
問題の概要 質問の趣旨 

問題 

形式 

平均正答率（％） 

本市 全国（公立） 

３三

(1)ウ 

丸山さんの【文章の下書き】の中の

―――部ウを，漢字を使って書き

直す（つみ重ね） 

漢字を文の中で正し

く使う 短答式 40.8 54.4 

【指導のポイント】漢字の学習指導に当たっては，日常生活の中で適切に使うこ

とができるようにすることが重要である。そのためには，読み方や字形に注意し

て繰り返し練習することにとどまらず，本設問のように，自分が書いた文章を読

み返す中で，正しい使い方を習得できるようにすることが大切である。 

      

問題 

番号 
問題の概要 質問の趣旨 

問題 

形式 

平均正答率（％） 

本市 全国（公立） 

３三 

(2)イ 

丸山さんの【文章の下書き】の中の

―――部イで，   部「残されて

います」の主語として適切なもの

を選択する 

文の中における主語

と述語との関係を捉

える 
選択式 56.1 67.0 

【指導のポイント】主語が，文の中で「何が／だれが」を表す言葉であることを

理解できておらず，主語と述語との関係を捉えることに課題があると考えられ

る。「かたづけられずに」は「残されています」と修飾語，被修飾語の関係とな

る言葉であるが，「残されています」の直前にあるため，主語と述語の関係とな

る言葉であると混同してしまっていると考えられる。 

 学習指導に当たっては，日常的に主語が何かを意識して文章を書くように指導

することが大切である。その際，読み手の立場に立って主語を省略せずに示した

り，主語と述語のねじれがないかを確認してから伝えたりすることができるよう

に指導する必要がある。小学校国語の学習指導要領にある「思考力，判断力，表

現力等」の「Ｂ書くこと」の「推敲」に関する指導事項などとの関連を図り，指

導の効果を高めることが考えられる。 
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本市

全国（公立）

② 小学校算数 

ア) 学習指導要領の領域別の平均正答率 

区分 
対象 

問題数 

平均正答率（％） 

本市 全国（公立） 

Ａ 数と計算 4 54.1 63.1 

Ｂ 図形 3 52.0 57.9 

Ｃ 測定 3 69.3 74.8 

Ｃ 変化と関係 3 70.8 75.9 

Ｄ データの活用 5 71.8 76.0 

 

イ）評価の観点別の平均正答率 

区分 
対象 

問題数 

平均正答率（％） 

本市 全国（公立） 

知識・技能 9 69.6 74.1 

思考・判断・表現 7 58.1 65.1 

主体的に学習に取り組む態度 0   

 

ウ) 主な設問別の平均正答率 

【全国よりも高い，もしくは８割を超えた主な設問別の平均正答率】 

問題 

番号 
問題の概要 質問の趣旨 

問題 

形式 

平均正答率（％） 

本市 全国（公立） 

1(2) 

500ｍを歩くのに７分間か

かることを基に，1000ｍを

歩くのにかかる時間を書く 

速さが一定であることを基に，道

のりと時間の関係について考察

することができる 

短答式 84.4 86.7 

1(4) 
午後 1 時 35 分から 50 分後

の時刻を書く 

条件に合う時刻を求めることが

できる 
短答式 89.7 89.2 

3(2) 

学年ごとの本の貸し出し冊

数を，棒グラフから読み取

って選ぶ 

棒グラフから，数量を読み取るこ

とができる 選択式 90.3 90.7 

 

【全国よりも低い，もしくは５割を下回る主な設問別の平均正答率】 

問題 

番号 
問題の概要 質問の趣旨 

問題 

形式 

平均正答率（％） 

本市 全国（公立） 

1(1) 

二つのコースの道のりの差

の求め方と答えを書く 

二つの道のりの差を求めるため

に必要な数値を選び，その求め方

と答えを記述できる 

記述式 50.5 62.5 
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【指導のポイント】日常生活の問題を解決するために，必要な数値を選び，具体

的な場面に対応させながら，読み取った数値を適切に用いて式に表すことができ

るようにすることが重要である。 

指導に当たっては，本設問を用いて，道のりを求める式を立てた後，必要な数

値が全て含まれているかどうかを，具体的な場面に対応させて確認する活動が考

えられる。その際，簡易的に図式化し，各コースの道のりを矢印の上に示すな

ど，児童が分かりやすくまとめた図を取り上げ，図に示されている数値と式を関

連付けることが大切である。 

 

問題 

番号 
問題の概要 質問の趣旨 

問題 

形式 

平均正答率（％） 

本市 全国（公立） 

3(4) 

帯グラフから，割合の違い

が，一番大きい項目を選び，

その項目と割合を書く 

帯グラフで表された複数のデー

タを比較し，示された特徴をもっ

た項目とその割合を記述できる 

記述式 41.7 52.0 

【指導のポイント】複数のデータについて，項目の割合を比較するために，帯グ

ラフからそれぞれの割合を読み取ることができるようにすることが重要である。

また，各項目の特徴や傾向を読み取ることができるようにすることも重要である。 

 指導に当たっては，本設問であれば，５年生と６年生で，「あてはまる」と答

えた人の割合が同じくらいの項目や，５年生と６年生で，「あてはまる」と答え

た人の割合が，大きく違う項目を伝え合う活動が考えられる。その際，帯グラフ

からデータの特徴や傾向を読み取るために，帯グラフのどの部分に着目したのか

などを説明できるようにすることも大切である。 

 

問題 

番号 
問題の概要 質問の趣旨 

問題 

形式 

平均正答率（％） 

本市 全国（公立） 

4(3) 

30ｍを１としたときに 12ｍ

が 0.4に当たるわけを書く 

小数を用いた倍についての説明を解釈

し，ほかの数値の場合に適用して，基準

量を１としたときに比較量が示された

小数に当たる理由を記述できる 

記述式 39.9 51.5 

【指導のポイント】数の表し方の仕組みや数を構成する単位に着目し，整数を用

いた倍の意味を捉え直して，小数を用いた倍についても，基準量を１としたとき

に比較量がいくつかに当たるかと意味について理解できるようにすることが重要

である。 

指導に当たっては，例えば，72㎝は 30㎝の何倍かを求める活動が考えられる。

その際，72㎝から 30㎝がいくつ分とれるのかを考え，はしたの部分が 30㎝を１

としたときのいくつに当たるのかを考えることが大切である。 

なお，第２学年からの倍の学習では，図などを用いて，基にする大きさを意識

できるよう系統立てた指導が大切である。 
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③ 中学校国語 

ア) 学習指導要領の領域等別の平均正答率 

区分 
対象 

問題数 

平均正答率（％） 

本市 全国（公立） 

話すこと・聞くこと 3 78.2 79.8 

書くこと 3 57.3 57.1 

読むこと 4 47.9 48.5 

伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項 4 73.4 75.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ）主な設問別の平均正答率 

【全国よりも高い，もしくは８割を超えた主な設問別の平均正答率】 

問題 

番号 
問題の概要 質問の趣旨 

問題 

形式 

平均正答率（％） 

本市 全国（公立） 

２二 

意見の下書きの構成の工夫に

ついて，自分の考えを書く 

書いた文章を互いに読み

合い，文章の構成の工夫を

考える 

記述式 75.7 74.5 

４－① 
漢字を読む（伸ばして） 文脈に即して漢字を正し

く読む 
短答式 97.5 97.5 

４二 

「随時」の意味として適切な

ものを選択する 

事象や行為などを表す多

様な語句について理解す

る 

選択式 77.2 74.0 

 

【全国よりも低い，もしくは５割を下回る主な設問別の平均正答率】 

問題 

番号 
問題の概要 質問の趣旨 

問題 

形式 

平均正答率（％） 

本市 全国（公立） 

１三 

参加者の誰がどのようなこと

について発言するとよいか

と，そのように考えた理由を

書く 

話し合いの話題や方向を

捉えて，話す内容を考える 
記述式 55.1 57.1 

  

書くこと

読むこと

伝統的な言語文

化と国語の特質

話すこと・聞く

こと

本市 全国（公立）

伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項 
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【指導のポイント】話題や展開を捉えながら話し合うためには，何についてどの

ような目的で話し合っているかといった，話し合いの目的を常に意識するように

指導することが大切である。その際，多くの発言によって考えを広げていく段階

や，出された発言の内容を整理しながら考えをまとめる段階など，話し合いにお

けるいずれの段階においても，話題を意識しながらその経過を捉えて話したり聞

いたりするように指導することが重要である。また，このような展開を司会だけ

ではなく，他の参加者が促すことができるように指導することも重要である。 

 

問題 

番号 
問題の概要 質問の趣旨 

問題 

形式 

平均正答率（％） 

本市 全国（公立） 

３二 

「喝采してやる」と「とった」

のそれぞれについて，誰の動

作なのかを選択する 

場面の展開，登場人物の心

情や行動に注意して読み，

内容を理解する 

選択式 55.4 58.7 

【指導のポイント】文学的な文章を読む際には，場面の展開や登場人物の相互関

係，心情の変化などについて，描写を基に捉えられるように指導する必要があ

る。その際，目的に応じて，細部の描写にも着目しながら物事の様子や場面，行

動や心情などの変化を丁寧に捉えるように指導することが大切である。 

 中学校国語の学習指導要領，第１学年「思考力，判断力，表現力等」の「Ｃ読む

こと」の（２）「イ 小説や随筆などを読み，考えたことなどを記録したり伝え合

ったりする活動。」などとの関連を図った学習活動が考えられる。その際，近代以

降の代表的な作家の作品を取り上げ，必要に応じて語注なども参考にして登場人

物の言動などを整理しながら内容を捉えるように指導することも効果的である。 

 

問題 

番号 
問題の概要 質問の趣旨 

問題 

形式 

平均正答率（％） 

本市 全国（公立） 

４三 

「行く」を適切な敬語に書き

直し，その敬語の種類として

適切なものを選択する 

相手や場に応じて敬語を

適切に使う 短答式 32.9 40.3 

【指導のポイント】言葉遣いについては，小学校での学習を踏まえ，敬語を含め

広く相手や場に応じた言葉遣い全般について指導する必要がある。その際，公的

な場面で改まった言葉遣いをすることのほか，会話をしたり手紙を書いたりする

際に相手に応じた語句を選んで用いることなどにも留意するように指導すること

が大切である。 

中学校国語の学習指導要領，第２学年「思考力，判断力，表現力等」の「Ｂ書く

こと」の（２）「イ 社会生活に必要な手紙や電子メールを書くなど，伝えたいこ

とを相手や媒体を考慮して書く活動。」などとの関連を図った学習活動が考えられ

る。その際，自分の発信した情報がどう受け止められるかを想像したり,相手の状

況や媒体の特性などを考慮したりして書くように指導することが重要である。 
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④ 中学校数学 

ア) 学習指導要領の領域における平均正答率 

区分 
対象 

問題数 

平均正答率（％） 

本市 全国（公立） 

数と式 5 57.5 64.9 

図形 4 48.2 51.4 

関数 3 55.5 56.4 

資料の活用 4 49.0 53.8 

 

イ) 評価の観点別の平均正答率 

区分 
対象 

問題数 

平均正答率（％） 

本市 全国（公立） 

数学への関心・意欲・態度 0   

数学的な見方や考え方 7 36.1 41.1 

数学的な技能 3 70.1 77.7 

数量や図形などについての知識・理解 6 63.2 65.6 

 

ウ) 主な設問別の平均正答率 

【全国よりも高い，もしくは８割を超えた主な設問別の平均正答率】 

問題 

番号 
問題の概要 質問の趣旨 

問題 

形式 

平均正答率（％） 

本市 全国（公立） 

7(1) 

与えられた表やグラフから，砂の

重さが 75ｇのときに，砂が落ちき

るまでの時間が 36.0 秒であった

ことを表す点を求める 

与えられた表やグラフか

ら，必要な情報を適切に読

み取ることができる 
短答式 93.0 93.5 

7(2) 

与えられた表やグラフを用いて，

２分をはかるために必要な砂の重

さを求める方法を説明する 

事象を数学的に解釈し，問

題解決の方法を数学的に

説明することができる 

記述式 28.2 27.7 

 

【全国よりも低い，もしくは５割を下回る主な設問別の平均正答率】 

問題 

番号 
問題の概要 質問の趣旨 

問題 

形式 

平均正答率（％） 

本市 全国（公立） 

２ 

数量の関係を一元一次方程式で

表す 

具体的な場面で，一元一次

方程式をつくることができ

る 

短答式 61.4 71.3 

  

図形

関数

資料

の活

数と

式

本市

全国（公立）

資料の活用 
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【指導のポイント】問題解決の場面で方程式を活用する際に，問題の中にある数

量やその関係を捉え，一元一次方程式をつくることができるように指導すること

が大切である。 

本問題を使って授業を行う際には，求めたい数量のノート１冊の値段をｘ円と

し，ノート２冊と筆箱１個を買ったときの代金２ｘ＋800（円）とノート４冊とシ

ャープペンシル１本を買ったときの代金４ｘ＋500（円）が等しい関係にあること

から，代金を表した二つの式を等号で結んで方程式に表せることを確認する場面

を設定することが考えられる。その際，線分図などで整理して数量の関係を捉え

る活動を取り入れることが考えられる。 

 

問題 

番号 
問題の概要 質問の趣旨 

問題 

形式 

平均正答率（％） 

本市 全国（公立） 

6(3) 

四角で４つの数を囲むとき，四

角で囲んだ 4 つの数の和がどの

位置にある２つの数の輪の２倍

であるかを説明する 

数学的な結果を事象に即し

て解釈し，事柄の特徴を数

学的に説明することができ

る 

記述式 21.5 30.3 

【指導のポイント】数の性質について成り立つ事柄を事象に即して解釈し，事柄

の特徴を数学的に説明できるように指導することが大切である。 

 本問題を用いて指導する際には，自然数を５つずつに区切った表を６つずつに

区切った表に代えて，四角で４つの数を囲むとき，四角で囲んだ４つの数の和は，

２の倍数になることを見いだし，どんな数の２倍であるか説明する活動を設定す

ることが考えられる。 

 

問題 

番号 
問題の概要 質問の趣旨 

問題 

形式 

平均正答率（％） 

本市 全国（公立） 

9(1) 

四角形 ABCEが平行四辺形になる

ことを，平行四辺形になるため

の条件を用いて説明する 

平行四辺形になるための条

件を用いて，四角形が平行

四辺形になることの理由を

説明することができる 

記述式 38.3 44.3 

【指導のポイント】事柄が成り立つことを説明するためには，何を示せばよいか

を明らかにし，着目すべき性質や関係を見いだす活動を取り入れ，根拠を明確に

して説明することができるように指導することが大切である。 

 本問題を使って指導する際には，四角形ＡＢＣＥが平行四辺形になることを説

明するために，平行四辺形になるための条件を示せばよいことを明らかにし，ど

の条件を用いればよいかについて検討する活動を取り入れることが考えられる。

その際，△ＡＢＣと△ＣＥＡが合同であることを基に，対応する辺や角の等しい

関係に着目して，平行四辺形になるための条件を確認する場面を設定することが

考えられる。 
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４ 質問紙調査の状況 

今年度の質問紙調査における本市の状況は，多くの項目で全国と同じ傾向となっていた。

ここでは，特に，本市が重点的に取り組んでいる探究型授業に係る項目や，令和２年度か

ら導入したＧＩＧＡスクール構想に係る項目，新型コロナウイルス感染症に係る項目につ

いて，その結果を示す。なお，これらの項目は，文部科学省が公表時に重点として取り上

げている項目でもある。 

 

（１）主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善に係る項目について（単位：％） 

 

※肯定的な回答…「当てはまる」「まあ当てはまる」など質問に対して肯定的に回答した児童・生徒の割合 

 否定的な回答等…「あまり当てはまらない」「当てはまらない」など質問に対して否定的に回答した児童・生徒の割合 

78.2 

79.1 

21.7 

20.9 

全国（公立）

本市

５年生までに受けた授業では，課題の解決に向けて，自分で考え，

自分から取り組んでいましたか

肯定的な回答 否定的な回答等

78.8 

74.3 

21.2 

25.6 

全国（公立）

本市

学級の友達との間で話し合う活動を通じて，自分の考えを深めた

り，広げたりすることができていますか

肯定的な回答 否定的な回答等

81.0 

81.7 

18.9 

18.3 

全国（公立）

本市

１，２年生のときに受けた授業では，課題の解決に向けて，自分で

考え，自分から取り組んでいましたか

肯定的な回答 否定的な回答等

77.8 

76.8 

22.1 

23.1 

全国（公立）

本市

学級の生徒との間で話し合う活動を通じて，自分の考えを深めた

り，広げたりすることができていますか

肯定的な回答 否定的な回答等

（無回答も含む） 

【小学校】 

【中学校】 
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（２）ＩＣＴを活用した学習状況に係る項目について 

【小学校】                            （単位：％）  

【中学校】 

  

（１）の項目における肯定的回答の割合は，全国と比較すると５％以内にある。 

（２）の項目における週１日以上と回答した割合は，全国と比較すると 10％を大きく上

回る結果となった。 

10.0 

14.1 

29.0 

42.5 

29.1 

24.7 

31.7 

18.1 

0.2 

0.6 

全国（公立）

本市

あなたは学校で，コンピュータなどのＩＣＴ機器を，他の友達と意

見交換したり，調べたりするために，どの程度使用していますか

ほぼ毎日 週１回以上 月１回以上 月１回未満 その他

11.2 

8.8 

28.9 

43.4 

34.9 

31.6 

24.8 

15.6 

0.2 

0.6 

全国（公立）

本市

５年生までに受けた授業で，コンピュータなどのＩＣＴ機器をどの

程度使用しましたか

ほぼ毎日 週１回以上 月１回以上 月１回未満 その他

7.4 

15.5 

26.0 

39.9 

35.5 

19.9 

30.7 

24.7 

0.3 
全国（公立）

本市

１，２年生のときに受けた授業で，コンピュータなどのＩＣＴ機器

をどの程度使用しましたか

ほぼ毎日 週１日以上 月１日以上 月１日未満 その他

9.7 

17.4 

25.1 

60.4 

28.2 

16.1 

36.8 

6.0 

0.3 
全国（公立）

本市

あなたは学校で，コンピュータなどのＩＣＴ機器を，他の生徒と意

見を交換したり，調べたりするために，どの程度使用していますか

ほぼ毎日 週１日以上 月１日以上 月１日未満 その他
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（３）新型コロナウイルス感染症に係る項目について 

 令和２年度は，新型コロナウイルス感染拡大に伴う全国的な臨時休校期間があったこ

とから，令和３年度の調査では，新型コロナウイルス感染症に係る項目が追加された。

ここでは，その主な項目について本市の結果を示す。 

【小学校】                            （単位：％） 

 

【中学校】 

※ この項目における総括は，「６ 調査結果のポイント」にて示す。 

64.6 

61.2 

35.4 

38.8 

全国（公立）

本市

新型コロナウイルスの感染拡大で多くの学校が休校していた期間

中，計画的に学習を続けることができましたか

肯定的な回答 否定的な回答等

37.6 

38.6 

62.4

61.4

全国（公立）

本市

新型コロナウイルスの感染拡大で多くの学校が休校していた期間，

計画的に学習を続けることができましたか

肯定的な回答 否定的な回答等

感じた回答 感じなかった回答 

55.2 

58.4 

44.8

41.6

全国（公立）

本市

新型コロナウイルスの感染拡大で多くの学校が休校していた期間

中，勉強について不安を感じましたか

「感じた」と回答した割合 「感じなかった」と回答した割合等

62.8 

67.4 

37.2

32.6

全国（公立）

本市

新型コロナウイルスの感染拡大で多くの学校が休校していた

期間，勉強について不安を感じましたか

「感じた」と回答した割合 「感じなかった」と回答した割合等
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５ 教科に関する調査結果と明らかな相関関係が見られた主な質問紙調査項目について 

教科に関する調査と質問紙調査の相関関係を調べた際に，質問紙調査項目によっては，

教科に関する調査の正答数が高い児童・生徒ほど肯定的に回答しているという結果が見

られた。今年度において，明らかな相関関係にあると思われる質問紙調査項目について，

小・中学校で共通して見られた主な項目は，次のとおりである。 

【小・中学校とも全国よりも肯定的な回答の割合が下回っていた項目】 

○ 毎日，同じくらいの時刻に寝ていますか          （以下 単位：％） 

小学校 肯定的回答 否定的回答等 中学校 肯定的回答 否定的回答等 

本 市 78.1 21.9 本 市 77.5 22.5 

全国（公立） 81.2 18.8 全国（公立） 79.8 20.2 

○ 友達と話し合うとき，友達の話や意見を最後まで聞くことができていますか※１ 

○ 授業で，生徒の間で話し合う活動では，話し合う内容を理解して，相手の考えを最

後まで聞き，友達の考えを受け止めて自分の考えをしっかり伝えていましたか※２ 

※１小学校 肯定的回答 否定的回答等 ※２中学校 肯定的回答 否定的回答等 

本 市 95.1 4.9 本 市 79.7 20.3 

全国（公立） 95.5 4.5 全国（公立） 83.7 16.3 

 

【小学校，中学校で教科ごとに課題が見られた項目】 

○ 国語の授業では，目的に応じて自分の考えとそれを支える理由との関係が分かるよ

うに書いたり表現を工夫して書いたりしていますか 

小学校 肯定的回答 否定的回答等 中学校 肯定的回答 否定的回答等 

本 市 64.4 35.6 本 市 76.6 23.4 

全国（公立） 71.6 28.4 全国（公立） 74.6 25.4 

○ 算数・数学の授業で公式や決まりを習うとき，そのわけを理解するようにしていますか 

小学校 肯定的回答 否定的回答等 中学校 肯定的回答 否定的回答等 

本 市 89.4 10.6 本 市 76.3 23.7 

全国（公立） 89.0 11.0 全国（公立） 83.5 16.5 

 

 【小学校，中学校ともに肯定的な回答の割合が上回っていた項目】 

○ 今までに受けた英語の授業では，英語で自分自身の考えや気持ちを伝え合うことが

できていましたか 

小学校 肯定的回答 否定的回答等 中学校 肯定的回答 否定的回答等 

本 市 75.6 24.4 本 市 69.6 30.4 

全国（公立） 74.6 26.4 全国（公立） 67.7 32.3 

  

なお，「４（１）主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善に係る項目」，「４

（２）ＩＣＴを活用した学習状況に係る項目」の各質問項目においても，教科に関する

調査結果との相関関係が見られた。 
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６ 調査結果のポイント 

（１）主な成果について 

① 令和３年度の中学生では，国語において３年間で平均正答率の全国との差が減少 

 中学校国語における平均正答率の経年変化（平成 30 年度の小学校第６学年時と

の比較）を見ると，全国との差が減少した。特に，「書くこと」においては，平成 30

年度の活用問題と比較し，確実に向上している。問題２二「文章の構成の工夫を考

える」問題の平均正答率の高さや，質問紙項目にある「目的に応じて自分の考えと

それを支える理由との関係が分かるように書く」意識の高さは，継続した指導によ

る成果として表れたものと考える。 

 

② 「課題の解決に向けて，自分で考え，自分から取り組む」ことへ肯定的に回答した

児童・生徒の割合が高い 

 学習指導要領では，主体的・対話的で深い学びによる授業改善が求められている。

本市でも，探究型授業による問題解決型，学び合いによる授業展開を研究しながら，

上記に係る質問項目を一つの指標としている。 

 この質問項目については，経年変化でも高まりが見られる。探究型授業などをと

おして，児童・生徒が授業へ主体的に関わっていこうとする姿勢が表れているもの

と考える。 

 

70.9
79.1

65.3

81.7

50

60

70

80

90

平成31年度 令和３年度

課題解決に向けて，自分で考え自分から取り組むことへ肯定的に回答

した児童・生徒の割合の変化

小学校 中学校

-1.7

-0.6

-2

-1.5

-1

-0.5

0
平成30年度（小学６年生） 令和３年度（中学３年生）

平成30年度（小学校第６学年）と令和３年度（中学校第３学年）の平

均正答率 全国との差

国語Ａの平均正答率の差（市－全国） 国語Ｂの平均正答率の差（市－全国）
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③ 授業におけるＩＣＴの活用率が小・中学校で全国と比較して高い 

 本市では，令和３年２月に国のＧＩＧＡスクール構想に基づき，児童・生徒１人

１台端末の整備等をした。県内では早期に実現した自治体の一つとして，「南足柄市

立学校におけるＩＣＴ教育の方針」をもとに，積極的な運用を図ってきた。 

 質問紙調査では，前年度までの利用が中心となるため，限られた期間でのＩＣＴ

の利用状況を問うものとなっている。その期間内でも，積極的に使用してきたこと

が，質問項目に顕著に表れていた。この質問項目も，教科に関する調査との相関関

係が見られる。ＩＣＴの有効性を実感している児童・生徒ほど，各教科の正答数が

高い傾向にある。このことから，ＩＣＴの効果的な活用が求められる。 

 

（２）主な課題について 

① 小学校の国語における「言葉の特徴や使い方に関する事項」の習得 

学習指導要領の内容別の平均正答率の各項目を全国と比較すると，「言葉の特徴や

使い方に関する事項」に係る問題で，大きな差が見られる。問題番号３三の漢字の書

き取りや主語と述語の捉えなどに課題が見られた。 

 また，教科に関する調査と相関関係が見られた質問項目「国語の授業では，目的に

応じて自分の考えとそれを支える理由との関係が分かるように書いたり表現を工夫

して書いたりしていますか」でも，小学校では肯定的な回答をした児童の割合が全国

より５％以上下回っている。児童が自分の考えが十分に書けていないと捉える要因の

一つとして，基礎的・基本的な内容の曖昧な理解が考えられる。これらの確実な習得

が必要である。 

 

② 算数・数学において数学的な見方・考え方等を働かせ，根拠をもって記述すること 

 小学校の算数，中学校の数学で共通して思考・判断・表現に係る問題の平均正答率

の割合が，全国と比較して５％以上下回っている。 

特に，小学校では割合の考え方を基にした「数と計算」や「データの活用」の記述

式の問題，中学校では「図形」や「関数」の数学的な証明を記述する問題の平均正答

率が，いずれも５割を下回っている。 

これらの課題については，１数学的な見方・考え方等を働かせ，根拠をもって理解

しようとする姿勢，２理解したことを記述できることの視点から分析をする。 

まず，１については，教科に関する調査と相関関係のある質問項目をもとに考え

ると，小学校では，公式やきまりのわけを理解しようと肯定的に回答した児童が９

割を超えているのに対して，中学校では８割を下回り，全国との差も見られた。特に

中学校において，根拠をもって理解しようとする姿勢を継続的に持たせられるよう

な指導が必要である。 

次に，２については，自分で考えたことや理解したことを，数学的な用語を正しく

使用して最後まで書くという学習活動が十分ではないと考えられる。 
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③ 学習の習熟を図る上で効果的なＩＣＴの活用 

 授業でＩＣＴの活用を図っていることが質問紙項目から明らかとなったが，教科

に関する調査結果では，まだ十分にその成果は反映されているとは言えない。ＧＩ

ＧＡスクール構想で導入した授業における学習支援ソフトや授業支援ソフト等の具

体的な活用について，検討していく必要がある。 

 

④ 生活習慣の改善，学習規律の確立 

 教科に関する調査と相関関係にある質問項目で，普段の就寝時刻に関する項目や

授業において相手の意見を最後まで聞く項目において，全国よりも肯定的な回答の

割合が下回っていた。全国と比較して５％以内ではあるものの，相関関係にある項

目であることを踏まえ，それらも改善点の一つとして検討していきたい。 

 

（３）新型コロナウイルス感染症の影響について 

 新型コロナウイルス感染症に係る質問項目では，全国と比較すると，各項目において

肯定的な回答の差は±５％以内であった。小・中学校とも，６割前後の児童・生徒が学

習に不安を感じていたことが分かる。 

 一方，計画的に学習ができたと捉えている児童は６割程度であったのに対し，生徒は

４割程度まで下がっていた。学習内容が難しくなるにつれ，計画的かつ継続的な教師に

よる支援の必要性が高まると考えられる。 

 また，新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言が度々発令され，変化の激しい

１年であったが，規則正しく健康的に過ごすことの重要性を再認識することにもつなが

った。課題で述べた生活習慣の改善についても，改めて家庭と連携し，取り組む必要が

ある。 

なお，臨時休校中においても，文部科学省の通知等に基づき，各学校で創意工夫を凝

らしながら，学びを止めないために学習支援を継続してきた。 

また，学校再開後も，行事等の精選をし，教育課程を再編成しながら年度内に学習内

容が履修できるよう各校で取り組んできた。しかしながら，教科に関する調査結果では，

学習内容の定着について課題が明らかとなった。特に，当該学年においては，児童・生

徒の実態に合わせ，一人ひとりに対して丁寧に支援をしていきたい。 
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（４）本市としての今後の取り組み 

① ＩＣＴの活用等による基礎的・基本的な学習内容の確実な習得 

 昨年度の学習内容を履修できているものの，その定着が十分ではないという実態

から，授業等で基礎的・基本的な学習内容を復習する場を設けること，復習する際

には学習支援ソフトを効果的に活用するなどして，児童・生徒一人ひとりに合った

問題を解いていくことなどを推進していく。さらに，児童・生徒一人ひとりが課題

としている内容を把握し，丁寧に個別支援をし，学習内容の確実な習得を図る。 

 探究型授業等に取り組み，児童・生徒が授業へ主体的に関わろうとする姿勢が醸

成されつつある中，今後，対話的な学びの充実を図っていく上でも，正しい言葉の

知識や用語を身に付けることは重要であることを，各校と再確認する。 

 

② 「児童・生徒の『分かったつもり』をそのままにしない」指導 

 授業において，児童・生徒の「分かったつもり」を見過ごすと，曖昧な理解をし

たまま新しい単元に入ってしまい，理解の不十分が，記述式での回答に表れる。 

一部の児童・生徒による発言で授業を進行させるのではなく，隣同士等で相談す

る時間を設け，児童・生徒一人ひとりが自分の理解していることを伝え合うことを

大切にする。授業で自分の考えや学習のまとめを自分なりの言葉でノート等に書く

ことも大切にし，「分かったつもり」が「分かった」になるよう指導の充実を図る。 

 また，具体的な指導に当たっては，今後，公表予定の神奈川県教育委員会による

令和３年度版「かながわの学びの充実・改善のために（結果の分析・活用資料）」も

参考にしながら，教科指導の充実を図っていく。 

 

③ 授業研究を通した教科間の連携，小・中学校の連携の強化 

 「他教科の専門性を担当教科の指導に生かす」という視点で，授業研究の充実を

図る。教科間の連携を推進するとともに，小・中学校の連携方法を検討する。 

 コロナ禍が収束した際には，推薦授業による積極的な授業公開をし，市内の教員

が相互に授業を見合える場を検討していく。各校で中核となる教員による指導技術

を積極的に共有していけるように努める。 

 

④ 各種学力調査の結果のフィードバック等による学校・家庭との連携 

 全国学力・学習状況調査や総合学力調査の結果については，教育相談等を活用し，

児童・生徒の学習状況を家庭と共有し，取り組みの方向性を明確にしていく。 

 なお，教育委員会で小学校５年生を対象とした継続的に実施している算数テスト

では，記述式の問題を取り入れるとともに，その結果を学校と共有し，指導の改善

に生かしていく。 

 また，新型コロナウイルス感染症による臨時休校等，臨時的な対応が今後も起こ

り得ることを踏まえ，児童・生徒が規則正しい生活習慣を確立できるよう，学校と

家庭が連携して取り組んでいきたい。 


